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１ 大場 重彌 

１ 次期市長選出馬について 

２ 平成２２年度全国学力・学習状況調査について 

(1) 抽出調査について 

(2) 希望利用方式について 

３ 上山小学校の改築について 

２６～３４ 

２ 橋本 直樹 

１ 誰もが安心して利用できる国民健康保険制度を目指す

取り組み 

(1) 国民健康保険制度をめぐる現状への認識について  

(2) 国民健康保険税負担軽減策について 

(3) 一部負担金の減免、徴収猶予制度について 
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１ 中心市街地活性化と公民館の移転について 

(1) 空き店舗の活用 
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４ 佐藤  昇 

１ 定住促進策 

(1) 若者に魅力ある商店街づくりについて 

(2) 民間保育園との連携によるさまざまな保育の拡大に

ついて 

２ 上山の祭り行事 

(1) 市民にとって魅力ある祭りづくりについて 

(2) かかし祭の拡大と充実について 

４９～５７ 

５ 石山 正明 

１ 観光振興策 

(1) ふれあいのできる「まちづくり」について 

(2) 上山小学校周辺の将来構想について 

(3) 気候性地形療法の体験学習について 

５７～６６ 
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７３～７６ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上山市議会会議録 
 

第４２６回定例会 

一般質問抜粋 
 

 

 

 



－２５－ 

  平成２２年６月４日（金曜日）  午前１０時 開議 

 

    ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～    

議事日程第２号 

    平成２２年６月４日（金曜日）午前１０時 開議 

 

日程第 １ 一般質問 

    （散  会） 

 

                                             

本日の会議に付した事件 

 議事日程第２号に同じ 

 

    ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～    

出 欠 席 議 員 氏 名 

出席議員（１５人） 

  １番   佐  藤     昇  議員    ２番   石  山  正  明  議員 

  ３番   阿  部  五  郎  議員    ４番   枝  松  直  樹  議員 

  ５番   尾  形  み ち 子  議員    ６番   五 十 嵐  秀  夫  議員 

  ７番   鈴  木  忠  夫  議員    ８番   浦  山  文  一  議員 

  ９番   堀  江  和  男  議員   １０番   大  場  重  彌  議員 

 １１番   星        肇  議員   １２番   橋  本  直  樹  議員 

 １３番   菊  池  喜  英  議員   １４番   岩  田  孔  一  議員 

 １５番   髙  橋  位  典  議員 

 

欠席議員（０人） 

 

                                             

説 明 の た め 出 席 し た 者 

 

横  戸  長 兵 衛 市 長  桝  口     豊 副 市 長 

鈴  木  敏  明 
庶 務 課 長 
(併)選挙管理委員会 
事 務 局 長 

 佐  藤  英  明 経営企画課長 



－２６－ 

太  田     宏 財 政 課 長  岩  瀬  和  博 税 務 課 長 

舟  越  啓  喜 市民生活課長  仲  野  芳  夫 健康福祉課長 

永  沢  恒  広 商 工 課 長  石  井     隆 観 光 課 長 

江  口  敏  昭 農 林 課 長  高  村  俊  之 建 設 課 長 

井  上  清  治 上下水道課長  羽  島  健  夫 
会 計 管 理 者 
( 兼 ) 会 計 課 長 

井  上  順  一 消 防 長  小  関    男 
教 育 委 員 会 
教 育 委 員 長 

木  村  康  二 
教 育 委 員 会 
教 育 長  佐  竹  康  弘 

教 育 委 員 会 
管 理 課 長 

佐  藤  俊  一 
教 育 委 員 会 
学 校 教 育 課 長  木  村  義  博 

教 育 委 員 会 
生 涯 学 習 課 長 

木  村  清 三 郎 
選挙管理委員会 
委 員 長  武  田  芳  松 

農 業 委 員 会 
会 長 

長  沢  昭  夫 
農 業 委 員 会 
事 務 局 長  井  上     尚 監 査 委 員 

岩  瀬     守 
監 査 委 員 
事 務 局 長    

 

                                             

事 務 局 職 員 出 席 者 

 

橋  本  栄  次 事 務 局 長  高  橋  正  一 主 幹 

金  沢  直  之 副 主 幹  遠  藤  友  敬 主 査 

 

    ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～    

 

開  議 

 

○髙橋位典議長 出席議員は定足数に達してお

りますので、これより直ちに会議を開きます。 

 本日の会議は、お手元に配付いたしておりま

す議事日程第２号によって進めます。 

 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～   

日程第１ 一般質問 

 

○髙橋位典議長 日程第１、一般質問でありま

す。 

 初めに、１０番大場重彌議員。 

〔１０番 大場重彌議員 登壇〕 

○１０番 大場重彌議員 おはようございます。 

 私は、会派２１世紀会に所属しております大

場重彌であります。さきに通告いたしておりま

す３点について順次質問をいたします。 

 最初の質問は、次期市長選出馬についてであ

ります。 

 横戸市長の２選出馬についてお伺いをするも

のであります。 
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 横戸市長は、平成１９年２月、多くの市民の

期待と負託を受けて市長に就任され、早いもの

で来春２月には１期目の任期満了を迎えるわけ

であります。 

 これまでの横戸市政を振り返ってみますと、

当初は財政再建団体に陥るかという危機的状況

から脱するための財政再建と行財政改革の途上

にあり大変厳しい中にありましたが、「元気な

かみのやま」の実現を目指し、少子高齢化対策

と企業誘致策の展開、また蔵王坊平アスリート

ヴィレッジの全国的、また国際的な利用拡大、

上山型温泉クアオルト事業の各分野で連携した

事業拡大の取り組み、そして定住促進事業の着

手など、数多くの実績を積んでこられました。 

 また、市内５０カ所に及ぶ車座ミーティング

の開催で市民の生の声を聞き、政策に取り入れ

るなどのきめ細かな政策の展開に努めておられ

ます。 

 今後においても諸課題が山積しているわけで

ありますが、ここで市長が２期目に臨む所信と

その決意のほどをお伺いするものであります。 

 質問の第２点は、平成２２年度全国学力・学

習状況調査についてであります。 

 この件につきましては、民主党の政権交代に

よりまして仕分け作業の分野に入ったわけであ

りますけれども、この件についてお伺いをする

ものであります。 

 その一つ目は、抽出調査についてであります。 

 文部科学省では、平成２２年度全国学力・学

習状況調査を去る４月２０日一斉に実施をいた

しました。昨年までは、小学校６年生と中学校

３年生全員を対象として行ってきたものであり

ます。 

 特に、国語、算数・数学の教科であります。

今回は、先ほど申し上げましたように、民主党

の政権交代に伴い、事業仕分けでの指摘を受け、

全体の３０．７％のみの学校を抽出する方式に

転換されたわけであります。 

 山形県内で抽出されたのは小学校８８校、中

学校５８校など、上山市内の一部の小・中学校

も抽出対象とされたと思います。仄聞するとこ

ろによりますと、小学校は３校、そして中学校

は１校、したがって４校と私は聞き及んでおり

ます。 

 そこで、市内で対象とされた小・中学校と対

象人数がどのような基準や方法で抽出されたの

か具体的にお聞かせをいただきたいのでありま

す。 

 その二つ目は、希望利用方式についてであり

ます。 

 全国学力・学習状況調査の目的は、１点目が、

義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観

点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況を

把握・分析をして、教育施策の成果と課題を検

証しその改善を図ること、２点目は、そのよう

な取り組みを通じて教育に関する継続的な検証

改善サイクルを確立すること、３点目が、学校

における児童生徒への教育指導の充実や学習状

況の改善等に役立てることとされております。 

 抽出調査対象とならない場合でも、設置者が

希望すれば国から同一の問題の提供を受け、調

査を実施することができる希望利用方式もあり、

自主的な参加が１００％の県もあり、全体的で

は７３％の学校が実施したというふうに報道さ

れております。 

 しかし、山形県は、残念ながら２９．３％に

とどまっているのであります。本市では、各学

校長としては実施しないということでありまし

た。したがって、抽出校以外では小学校の６年

生と中学校の３年生の方々は全然受けておらな
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いということであります。 

 多少の費用は要するものの、本来であれば小

学６年生と中学３年生については、私は全員に

学力テストを受けさせるべきであったのではな

かろうかというふうに考えておりますけれども、

教育委員長としての見解を伺っておきます。 

 最後の質問は、上山小学校の改築についてで

あります。 

 上山小学校の校舎は、耐震診断では耐震性能

が低いとの結果が出されたため、改築を進めな

ければならない状況となっているわけでありま

す。 

 聞くところによりますと、先日、教育委員会

で、「上山小学校の改築に係る会議」を開催し、

ＰＴＡの代表、それから地区会長、民生児童委

員などの方々から意見を伺ったということをお

聞きしております。 

 私ども議会には何ら教育委員会からそういっ

た点についての説明はないわけであります。し

たがって、お聞きをしておきます。 

 ある参加者によりますと、改築場所について

は、現在の上山小学校のところにという意見が

多かったそうであります。新たな土地を購入す

れば莫大な財政負担が生じることになるため、

現在の上山小学校グラウンドであれば負担が少

ないという考えもあると思いますけれども、現

在の上山小学校の周辺には旅館やホテルが多く、

風俗営業法、あるいは旅館業法などによる規制

の対象となる可能性も考えなければならないわ

けであります。 

 また、須川の東側という案もあるようですけ

れども、低学年児童の通学が大変になるという

問題も出てきますが、この問題については、や

はり将来、これから何年先になるかわかりませ

んけれども、中川小学校も上山小学校と必ずや

統合の必要性が生じてくるであろうというふう

に私は考えているわけであります。 

 最後になりますけれども、私は、関係者から

の意見を聞くだけでなく、まず教育委員会とし

ての考え方を示す必要があると考えるのであり

ます。教育委員会としてどのように上山小学校

の改築を進めていくのか、今後の基本的な進め

方について伺うものであります。 

 以上、質問を終わります。 

○髙橋位典議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 １０番大場重彌議員の御質

問にお答えいたします。 

 次期市長選への出馬について申し上げます。 

 私は、３年前、多くの市民の負託を受け上山

市政を担当させていただいて以来、「ふるさと

再盛」、「元気なかみのやま」を目指し、市民と

の役割分担を明確にしながら、パートナーシッ

プによる協働を基本姿勢として、「行財政改革」、

「産業振興」、「福祉政策」など五つの柱を掲げ、

各種政策を展開しております。 

 また、本市の現状を踏まえ、副市長には、市

制施行以来、初めて経済産業省出身の人事を行

い、直近の課題に対応できる体制を整えてまい

りました。 

 これまで、競馬場跡地への企業誘致は、県内

最大規模であり、「蔵王坊平アスリートヴィレ

ッジ」につきましては、東北地方で唯一ナショ

ナルトレーニングセンターにおける競技別強化

拠点施設の認定を受け、さらには国内で初めて

の試みである「上山型温泉クアオルト構想」に

取り組むなど、ほかに先駆けた政策を展開する

ことで、将来に向けたさまざまな可能性が広が

っていると実感しております。 

 また、人口減少対策につきましても、就学前
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児童における医療費の無料化や、総合子どもセ

ンター「めんごりあ」の設置等の直接的な子育

て支援から、働く場所や住む場所の確保など、

総合的な政策を展開するところまできており、

まさに農業、商工業、観光など産業間の連携や、

産学官金の連携が少しずつ強化され、本市が誇

る地域資源を生かした大きなうねりが動き始め

ております。 

 これらの主要施策とともに、「第６次上山市

振興計画後期計画」の策定や新たな行財政改革

の推進、小・中学校の将来構想などの大きな課

題につきましても、私自身の責任において取り

組み、引き続き努力することが市民の皆様に報

いる道であり、私の責務であると強く感じてお

ります。市民が夢と希望を持てる「元気なかみ

のやま」を目指し、引き続き市政を担当いたし

たいと考えております。 

○髙橋位典議長 教育委員長。 

〔小関男教育委員長 登壇〕 

○小関男教育委員長 １０番大場重彌議員の

御質問にお答えいたします。 

 初めに、平成２２年度全国学力・学習状況調

査について申し上げます。 

 本調査における抽出についてでありますが、

本調査は、平成２１年１２月２８日付で文部科

学省より各都道府県に実施要項が通知され、本

市では、小学校３校、中学校１校が抽出されて

おります。 

 全国における抽出率は、最大５７．６％の高

知県から、最小１４．９％の愛知県まで、大き

な開きがありますが、本要項には、抽出の基準

や方法は記載されておらず、抽出調査の対象校

は、文部科学省が都道府県や市町村のバランス

は考慮せず、全国の小・中学校から抽出したも

のと推察されます。 

 次に、希望利用方式についてでございますが、

本市では、各学校が標準学力検査を継続的に実

施し、児童生徒の学力と教職員の指導力の向上

に努めております。また、知能検査との相関も

詳細に分析し、個に応じたきめ細かな指導や特

別に支援が必要な児童生徒への指導に生かして

おり、これらの積み重ねを重視し、今後とも児

童生徒の学力向上に努めてまいる所存です。 

 次に、上山小学校の改築について申し上げま

す。 

 上山小学校につきましては、校舎の耐震診断

の結果、耐震性能が低いとの判断を受け、早期

に改築する方向で検討しております。 

 教育委員会といたしましては、改築事業にか

かる期間、あるいは通学条件等を総合的に判断

した場合、現在の場所に改築することが早期に

事業を進められると考えております。一方で、

かつて上山小学校の移築について議論された経

緯があることから、現在、関係者の皆様の御意

見を伺っているところであり、今後、安全・安

心な学校づくりのため、改築場所を早期に決定

し事業を進めてまいる所存であります。 

 以上でございます。 

○髙橋位典議長 大場重彌議員。 

○１０番 大場重彌議員 市長からは、再選に

臨む気構えについて本当に力強い上山市政の今

後のビジョンについても答弁をいただき、心強

く思っております。健康に留意をし、どうか上

山市発展のために頑張っていただきたいと考え

ております。 

 教育問題についてであります。 

 私は、具体的に質問したわけでありますけれ

ども、教育委員長の答弁では、全然私の質問に

答えておらない、そのように感じております。 

 第１点目の全国学力・学習状況調査について
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でありますけれども、抽出校について私もイン

ターネットから検索して調べてみましたけれど

も、どこの学校が今回のこの抽出調査に該当し

たか、それすら教育委員会としては教えること

ができないんだというような話を前にお聞きを

し、驚いていたところであります。 

 今、教育委員長から答弁ありました抽出校に

ついて、これはいかなる関係でここで明示をで

きないのか、その点についてお聞かせをいただ

きたいと思っております。 

 ２点目については、希望校についてはいろい

ろな形で答弁されましたけれども、答弁になっ

ておらない、そういうふうに私は考えておりま

す。 

 当たり前でしょう、学校の教員が一生懸命に

なって子どもたちに勉強を教える、そんなこと

は当然の結果でありまして、私は学力の向上を

目指すために、他の県では小学６年生と中学３

年生の生徒全員に１００％希望をして受けさせ

ている県があるわけですけれども、先ほど申し

上げましたように、山形県では残念ながら２９．

３％きりにしかなっておらない。上山市はゼロ

であるというようなことについて私は不満を持

っているわけであります。 

 校長が決めたから、それは学校の運営管理等

については、もちろん校長の権限でありましょ

う。だから、教育委員会がしっかり指導しない

とだめなんですよ。大阪府の橋下知事は何と言

いましたか、この学力調査で。議事録に載りま

すから、あのような言葉は、私は申し上げませ

んけれども、そういうふうに言われるのも私は

当然だというふうに考えております。もう少し

教育委員会として、各学校長に対する指導を強

力に行ってくださいよ。 

 今後どのような形で指導を行っていくのか、

具体的にこの点についてはお伺いをしたいと思

います。 

 それから、教育問題の２点目の問題は、上山

小学校の改築の問題です。これは子どもたちの

教育の問題もしかり、命を守る安全・安心な学

校でもって教育を受けさせるということが大前

提になるわけであります。 

 先ほど私が申し上げましたように、ＰＴＡの

会長とか、あるいは地区会長とか、あるいは民

生児童委員の方々は年々かわるんですよ。そん

ことわかっているでしょう。毎年４月になれば

地区会長も交代になる、ＰＴＡの役員ですら毎

年、毎年かわるんですよ。民生児童委員だって、

ことしの１１月が任期で新しくまたかわってく

るわけです。そのたびごとに教育委員会で説明

をし、そしてそれを受けようとしても、果たし

ていい結果が生まれてくるんですか。 

 その点を考えて、先ほど私も申し上げました。

今上山市の小・中学校の統廃合が提示をされ、

近々中に私どもに回答がなされるであろうと思

っておりますけれども、年々かわる役員のため

にまだ結論が出ていないじゃないですか。 

 いつその結論が出るのか。また、上山小学校

の改築問題につきましても、私どもにもはっき

りと提示をして、そして議会の考え方も十分に

聞き取り、そして尊重するというのが教育委員

会の使命ではありませんか。一体何と考えてい

るんですか、議会を。 

 その点について、市長ははっきり先ほどみず

からの考えで小・中学校の改築関係、教育問題

についても命をかけてやるというふうに言って

いるんですよ。それらを教育委員会として一体

どのような考え方で各学校を指導しておられる

のか。この点について私は明快な答弁を求めま

す。 
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○髙橋位典議長 教育委員長。 

○小関男教育委員長 お答え申し上げます。 

 まず、学校の名前につきましてですが、小学

校、先ほど３校、中学校１校というふうに申し

上げたわけでありますが、これについてはやは

り文部科学省の指導によって開示できないとい

う形になっているところでございます。 

 それから、２番目につきましては、学力の向

上を目指すということは当然なわけであります

が、そこにおいて議員さんはすべての学校で受

検すべきではないのかというお話であります。

私どもとしては先ほど申し上げましたとおり、

当然のこと教育水準の維持向上、これは当たり

前の話なわけであります。 

 そのことにつきまして、方法的にその学力水

準がどうなっているのかということについての

把握は当然なわけですが、このたびはいわゆる

結論的には全国学力標準テストを採用している

わけでありますが、なぜかといいますと、長年、

数十年の蓄積がございます。 

 したがいまして、そのことについて短期間で

処理ができるということとか、それから数十年

のいわゆる蓄積によって学校の学力の状態、あ

るいは学級ごと、さらに個別的に、そして先ほ

ど申し上げましたように、知能指数との関連、

相関ということも踏まえた中でその分析、そし

て指導法の改善に資していると。そういうこと

で学力の向上を目指しているということから、

あえてそこまでということについては、積極的

に採用というところまではいかなかったと考え

ております。 

 ただ、より客観性とか、あるいは多様性の面

からは必要なこともあろうというふうには私と

しては思っているところであります。 

 次に、３番目の上山小学校の改築の問題であ

りますが、これについては決して怠っているつ

もりはないわけであります。今手順を尽くして

いるということだと思います。その過程にある

ということを御理解いただければと思っており

ます。 

 やはり正式な機関に御相談申し上げるという

ことになれば、中途半端な考え方の中ではでき

ないわけでありまして、やはりいろいろな方々

の御意見を賜りながら総合的に、当然のことと

して学校の設置の必要条件というのはあるわけ

ですので、そういうことを総合的に検討し、あ

る程度のめどがついた段階で正式の機関にいろ

いろな御相談を申し上げるというのが順当かと

思っているところであります。そういう過程で

あるということを御理解いただければ幸せであ

ります。 

 なお、補足につきましては教育長の方から申

し上げますので、よろしくお願いいたします。 

○髙橋位典議長 教育長。 

○木村康二教育長 私の方から補足説明をさせ

ていただきます。 

 学力の向上を目指すのは教育委員会の第１の

仕事と考えております。その意味で私どもとし

て先ほど答弁申し上げましたとおり、これまで

各学校が毎年行ってきた標準学力検査の結果を

用いることによって、極めて有効であるという

考え方もあるからであります。 

 例えば、これはある学校の例でありますが、

今年度、平成２２年度４月１３日に標準学力検

査及び知能検査等を実施しております。この結

果が５月１５日には具体的に使える形で戻って

まいります。つまり極めて結果が出るまでの期

間が早い、したがって子どもたちに具体的に指

導することができる中身がもう５月の時点で使

うことができる。 
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 さらに、先ほど委員長も申し上げましたよう

に、これが経年行っておりますから、経年比較

ができる。したがって、ある教師にとってみれ

ば、私の学級の去年とことし、私の学級の中の

ある子どもの去年と現在、この結果から具体的

な指導が導き出されるという意味で極めて有効

なものであり、これをやはり大事な学力向上の

策としてまず第１番目に利用していくべきもの

であるというふうに考えた結果、このような希

望調査に応募しなかったということになろうか

と思います。 

○髙橋位典議長 大場重彌議員。 

○１０番 大場重彌議員 教育問題の抽出調査

の小学校３校、中学校１校については、先ほど

教育委員長から文部科学省の通達によってこれ

は極秘にしなければならないんだと。そのよう

に極秘、極秘というようなことであっても、結

果的には都道府県でありますけれども新聞紙上

に出ているわけで、この件について、やはり当

然みんなわかっているわけですよ、大体。子ど

もを抱えている議員の皆さんもいらっしゃいま

すし、大勢地区にはいるので、私の学校では受

けましたとか、そういうことでみんな話をして

いるわけですよ。 

 そういう中で、文部科学省が極秘にしなさい

などということについては、やはりそれを守ら

なければならない教育委員会としての考え方は

わかりますけれども、よそでは明示をしている

ところもあると私は聞き及んでいるわけであり

ます。 

 だから、もう小学校３校、そして中学校１校

というのはわかっておりますから、まあいいで

しょう。 

 じゃあ、次の二つ目のなぜ希望しなかったと

いうようなことについては、教育長から標準学

力検査をここ数十年の間行ってきているという

ような答弁がありました。しかし、この標準の

学力検査と文部科学省で今回実施をしました全

国学力・学習状況調査については、おのずと変

わってきているわけですよ、内容が。大したお

金もかかりません。しかし、労力はかかるでし

ょう。希望すればその学校において採点からす

べてしなければならないということは承知をし

ております。この抽出校については、採点はす

べて国の方で責任を持ってやるわけであります

から、それはそれでいいでしょうけれども、私

は今後、この件については当然希望校として全

６年生、中学３年生については受けさせるべき

だというふうな考えを来年度から持てないもの

かどうか。この点について再度お答えをいただ

きたいと思うわけであります。 

 恐らくこの全国的な学力の調査の実施につい

てということについての文部科学省から、あと

は民主党の仕分けの段階で出ておりましたけれ

ども、平成２１年度は全国的に実施をした数字

は５６億９，４６８万２，０００円、平成２２

年度の概算要求額は３６億１，７５６万４，０

００円、そして、実際に平成２２年度の調査実

施件数としては２２億８，６９１万１，０００

円で、平成２３年度は１３億３，０６５万３，

０００円ということで、恐らくこの予算から見

ますと、来年度はまた抽出校が少なくなるんじ

ゃないかと予想をするわけでありますので、私

としてはすべての抽出に漏れた小・中学校の該

当学級については、当然受けさせるべきだとい

う考えに、私としては変わりないわけですけれ

ども、教育長としての考え方をお示しをいただ

きたいと思います。 

 あと上山小学校の改築問題については、いろ

いろ教育委員長からこの手順についてお話があ
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りました。正式な機関にかけるのは現段階では

まだ中途半端だというような内容の答弁であり

ました。 

 そういうことで、ある程度煮詰まった時点で、

私どもに提示をしたいという考えでありますけ

れども、その前にもやはり私どもは市民の代表

としてこの場に出てきているわけでありますの

で、私ども議員の意見も当然説明をし、そして

意見を述べさせる機会というものも与えるべき

だと私は考えますけれども、この点についても

あわせて伺います。 

○髙橋位典議長 教育委員長。 

○小関男教育委員長 お答え申し上げます。 

 文部科学省のテストの全校参加への考え方と

いうことにつきましては、教育長の方から答弁

いたします。 

 上山小学校のことにつきましては、先ほど申

し上げましたように、やはり途中経過であると

いうこと、そして余りにもまだ煮詰まっていな

い段階のものを申し上げるということについて

は、逆に失礼なのかなというふうにも思うわけ

でありまして、やはり手順を通しながら、当然

いろいろお伺いすることというのはあろうかと

は思いますけれども、やはり手順を踏んだ形で

いくというのが大事なことではないのかなとい

うふうに思っているところであります。 

 決して意見を聞かないとか、そういうつもり

は全然ございませんが、そういう形で手順を尽

くさせて進ませていただき、後日改めて議会に

報告させていただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

○髙橋位典議長 教育長。 

○木村康二教育長 希望調査について申し上げ

ます。 

 その前にでありますが、学校名について、公

表してはならないということを文部科学省が言

っているわけではないのであります。文部科学

省は、全国の抽出校名は開示請求があれば開示

するという、そういう取り扱いの情報になって

おります。したがって、開示請求をしていただ

ければこれはわかる、こういうことでございま

す。 

 その文部科学省の方で、このたびの学習状況

調査につきましては、結果の状況も含めて、今

後の調査の継続性からも考えて、各市町村の情

報公開条例に基づいて開示については決めなさ

いと。 

 ただし、先ほど申し上げましたような意味で

このことが競争激化に拍車をかけると、さまざ

まな事柄から考えて文部科学省としても非開示

とするように希望すると、そういう事柄であり

ます。 

 なお、抽出校につきましては、抽出した結果

が上山市のデータになるわけであります。した

がって、本市のような場合に、例えば中学校１

校の結果が即データになってしまいます。そう

いうことではやはり公開すべきではないと考え

ております。 

 なお、希望調査につきましては、各校長とこ

れからも話をしてまいりたいと思っております。

いずれにしましても、校長も、もちろん教職員

も含めて本市の学力向上には全責任を持ってい

るわけでありますので、このことについて真摯

にお伺いをいたしました。 

○髙橋位典議長 大場重彌議員。 

○１０番 大場重彌議員 私の質問に対して市

長を初め教育委員長、そして教育長から懇切丁

寧な御答弁をいただき感謝しております。これ

からもひとつ大阪府知事のような発言がないよ

うな形で、教育委員会としてはしっかりした各
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小・中学校に対する指導強化を切に要望して私

の質問といたします。ありがとうございました。 

○髙橋位典議長 この際、１０分間休憩いたし

ます。 

午前１０時４７分 休 憩 

                  

    午前１０時５７分 開 議 

○髙橋位典議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 次に、１２番橋本直樹議員。 

〔１２番 橋本直樹議員 登壇〕 

○１２番 橋本直樹議員 日本共産党議員団、

橋本直樹です。 

 主題は、だれもが安心して利用できる国民健

康保険制度を目指す取り組みについてでありま

す。 

 国民健康保険制度は今、利用する側の市民も

運営する側の自治体も危機的とも言える深刻な

事態に直面しています。私は、この事態をいか

に打開するか、市民が将来にわたって安心して

利用できる制度としてどう再生させるかにつき

まして、以下質問いたします。 

 まず、国民健康保険制度をめぐる現状をどう

とらえるべきかについてお伺いいたします。 

 今、「国保受難の時代」と言われています。

なぜこう呼ばれるのか、実態はどうなっている

かということです。 

 市長御承知のように、国民健康保険制度は国

民の約４割が加入する医療保険制度であり、社

会保障制度の根幹の一つになっています。これ

が今、大変な困難に直面しています。 

 昨年６月現在の厚生労働省調査によれば、滞

納世帯が２割を突破し、約４４５万世帯に上り

ました。正規の保険証が交付されず、かわって

国保資格証明書が交付されている世帯も３１万

１，０００世帯に上っています。 

 本市の場合もさまざまな努力の結果、国全体

より低い水準にあるとはいえ、本年４月１日時

点で５００以上に上る滞納世帯があり、保険証

の交付が受けられない方、医療機関窓口ではか

かった医療費の全額を支払わなければならない

資格証明書の方も１００名を超しています。 

 全日本民主医療機関連合会の「２００８年国

保死亡事例調査」によりますと、国保加入世帯

の中で、経済的事由により受診がおくれ、死亡

に至った事例が３１件あったとの報告がなされ

ています。この中の２０人が保険証なしか資格

証だけの方でした。私もこの死亡事例調査の抜

粋を読ませていただきました。 

 報告書では、「これらの方々は、貧困にさら

され受診もできず、まさに覚悟の死を選択して

いる」と述べており、「６１歳・女性・糖尿病

により足が壊死した状態のまま死後発見」など

の事例がつづられています。胸がふさがるよう

な思いです。 

 また、この中には、短期保険証を持っていた

にもかかわらず亡くなられた方が１３人もおら

れたそうです。保険税の支払いが困難になって

いる方々にとって、医療機関窓口での３割負担

もどんなに困難になっているかを示しています。 

 ＮＨＫは、手おくれで亡くなった方々の置か

れている悲惨な実態をつぶさに放映するととも

に、独自に全国２，０００の救急告示病院を対

象にした調査で「４７５人の手おくれ死亡例が

確認された」という結果も報道しています。 

 これらの調査結果が示していることは、「高

過ぎる国保税」と「重い病院窓口負担」が悲惨

な事件の要因となっているということです。底

流にある構造は本市も同じであります。 

 国民健康保険制度は、命を守るべき制度です。
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それが今、経済的理由で制度の活用もできず命

さえ失う事態が深刻な形で広がっている、この

ままにしておいていいのかということです。 

 市長、私どもは困難な中で必死に頑張ってい

る市民の窮状にもっともっと心を寄せるべきだ

と思います。私は、そのためにも、今こそ社会

保障として国民健康保険制度の再生を図るべき

ときと考えます。この現状をどうとらえておら

れるか、まず御所見をお示しください。 

 次に、事態打開のための具体策についてであ

ります。 

 まず、国民健康保険税の負担軽減策について

お伺いいたします。 

 国庫負担率の引き下げ、保険給付費の増嵩な

どにより国民健康保険税は上がる一方です。

「既に個人の支払い能力を超えている」との指

摘もあります。本市の軽減なし世帯当たりの平

均負担額は、医療、支援金、介護分合わせると

３０万円を超える水準です。 

 臨時会でも議論させていただいたとおり、本

市の国保医療分の均等割と平等割の水準も、こ

の２０年で均等割が約２．３倍に、平等割が約

１．８倍にまで上昇しており、法定減額がある

とはいえ、相対的に低所得層に困難が大きくな

っています。 

 市民は今、国保税の高さに苦しんでおり、

「保険税が払いたくても払えない」、「保険証が

ないため医者に行けない」という相談もふえて

います。 

 全国保険医団体連合会では、国保税滞納者向

けの国保資格証明書保持者の全国受診率調査を

実施しています。その結果、資格証を受けた方

の受診率は、一般の人の実に５１分の１となっ

ており、資格証は貧しい人の医療の機会を奪っ

ているという実態が浮き彫りにされました。 

 国保加入世帯の全国平均所得は１６７万円と

なっており、このうち国保税負担は１５万円で

す。これに夫婦２人分の年金保険料３４万円な

どを加えると実に５０万円が社会保険負担分に

なっています。 

 個人負担分の被用者平均保険料率で比べると、

国保が８．６７％、健康保険組合が３．２７％

となっており、国保税が健保より２．６倍も高

くなっています。 

 市長、所得１６７万円の世帯が、医療・年金

だけで５０万円もの負担、これで一体どうやっ

て生きていけばいいのか。私どもの周囲の実情

はまさにそうなっているということです。上山

市政がこうした実態に真剣に向き合っているか

どうか、今問われているのはこの点であります。 

 市税務課の資料では、ここ１５年間の山形県

の１３市平均収納率の推移は、平成６年度の９

６．２０％から平成２０年度の９０．３１％ま

で、約６％下落しています。９２％を切れば財

政調整交付金カットのペナルティーです。本市

は９２．７０％、県下で高い方から４番目、大

変な努力であります。 

 しかし、１０年から１５年前にさかのぼれば

９７％の水準が５年間も続いていたわけですか

ら、本市も大幅に低下傾向にあることは間違い

ありません。 

 負担増が収納率を下げ、さらに国保財政悪化

につながる、まさに悪循環であり、どこかでこ

の負の循環ともいうべき事態に歯どめをかける

ことが求められています。 

 そこで、まず本市が直面しているこの事態の

打開を図るために、病人のいる世帯や高校生も

含めた子どものいる世帯を資格証発行の対象か

ら外すなど、何らかの形での早急な手だてを講

ずるべきと考えますが、今後どのような対応を
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行うか所見をお示しください。 

 第２に、現行の国保制度のもとで非正規労働

者や低所得者等の加入割合が高くなっています。

国保負担軽減のために、国も自治体も一体とな

って政策的手だてを講じていくことが急務だと

いうことです。 

 厚生労働省の「国保加入世帯職業構成」の資

料によれば、国保加入世帯のうち無職者の占め

る割合が、１９８５年の２３．７％から２００

７年の５７．１％に倍以上になっています。保

険者の保険税負担を軽減するために、一般会計

からの政策的繰り入れを行う自治体がふえてい

ます。 

 山形市の場合も値上げ幅の抑制のためという

限定された条件のもとではありますが、４億円

超の一般会計繰り入れを決めています。まさに

政策的配慮です。 

 このたびの失業者への国保税の負担軽減制度

創設は、そうした立場からの改善への一歩とし

て大いに評価できるものです。こうした自治体

の動向は、政策的な負担軽減策が可能であるこ

とを示しています。 

 本市でも安心して利用できる国保制度への改

善の第一歩として、法定減免に加えて低所得世

帯への独自の負担軽減を実施するなどの決断が

求められていると考えますが、市長の御所見を

お示しください。 

 第３に、国保税負担を軽減していくためにも、

国保財政の改善に資するものであれば、積極的

な施策展開をどんどんやるという市長の姿勢が

求められています。 

 クアオルト事業の前進による市民の健康づく

りなども今後の成果が期待されます。こうした

立場から全国的に取り組みが強化されつつある

のが、医療費抑制のための後発薬シフトです。

本市の場合もさらに強化することが課題になっ

ています。 

 厚生労働省の試算では、後発薬のある先発薬

がすべて後発薬に切りかわれば、薬剤費の保険

負担の１６％、約１兆円が軽減されるという結

果が示されています。後発薬メーカーを誘致し

た本市での先進的取り組みが期待されています

が、今後の対応をあわせてお示しください。 

 次に、一部負担金の減免、徴収猶予制度につ

いてお伺いいたします。 

 国民健康保険法第４４条によれば、被保険者

に特別の理由がある場合は、自治体（保険者）

が保険医療機関に医療費の一部負担金を減免・

猶予できると定めています。今、厳しい経済状

況のもとで無保険者が１００万人を超えていま

す。経済的理由による受診率の低下に対する不

安が、医療機関の側からも寄せられるような事

態になっているとの指摘もあります。 

 冒頭に述べさせていただいたような手おくれ

による死亡例や派遣切りなど貧困化の進む深刻

な状況のもとで、この制度の活用が今切実に求

められています。 

 厚生労働省の０６年の調査結果では、保険者

１，８０４自治体のうち、一部負担金の減免猶

予規定を有する自治体は１，００３自治体で、

全体の５５．６％となっています。 

 私は、今のような厳しい経済情勢のもとで、

低所得者の方、生活に本当に苦しんでおられる

方も含めて、医療を受ける権利を保障していく

ためにも、一部負担金制度は極めて重要になっ

ていると考えます。 

 国も昨年の国会で「特別調整交付金、これを

地方の負担分の半分くらいは国で見るというこ

とで検討を進めている」という方針を示してい

ます。 
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 本市でも減免規定を設定しています。しかし、

適用できるようにするには実施要項のような細

部にわたる定めが必要とのことです。市民の中

には、医者代がなく通院できないという深刻な

悩みを抱えておられる方もおられます。手おく

れになってからでは遅いのです。せっかくある

救済制度は、今のような深刻な状況のもとでこ

そ積極的に活用すべきと考えます。ぜひ具体化

を求めたいと考えますが、いかがでしょうか。 

 ４点目に、国民健康保険制度再生に向けた国

への働きかけについてお伺いいたします。 

 申し上げるまでもなく、この国保制度は１９

５８年の国民健康保険法により、健康で文化的

な最低限度の生活を保障する憲法第２５条を医

療面で具体化し、国民皆保険制度を実現するも

のとして制度化されたものです。 

 現在の国保加入者の状況は、高齢者がふえ半

数近くが所得なし層となっており、この制度は

事実上、低所得者でほかの医療保険に入れない

方々のためのものになっています。現在の国保

加入者の状況は、その職業別構成を見ると、１

９８５年には農林水産業・自営業合わせて４

３％を超していました。ところが、２００７年

には、この構成が１８％にまで下がり、無職者

が２３％から５５％にまでふえています。 

 こうした推移で明らかなように、この制度は

事実上低所得者で他の医療保険に入れない、そ

うした方々のためのものになっているわけであ

ります。国保制度の運営が年々困難になってい

くのは当然であります。これは一地方自治体の

努力だけで展望を開こうとしても到底困難であ

ります。まさに社会保障制度として国がその責

務を果たしていくことが強く求められる事態で

す。 

 ところが、今その逆の状況が進んでいます。

加入者の所得は低下しているにもかかわらず、

保険料は上がり続け、支払いが困難になってい

る世帯がふえ続けています。この原因は、本来

最も責任のある国が国庫負担率を引き下げたこ

とによるものです。 

 これまでも繰り返し議論させていただいてき

たように、１９８４年まではかかった医療費の

４６％が国庫負担でした。しかし、それ以降は

保険給付費の５０％となり、医療費の負担割合

では実に３８．５％に引き下げられたわけであ

ります。 

 その後、事務負担金の国庫補助も廃止された

結果、市町村国保の総収入に占める国庫負担の

割合は、現在では何と２５％にまで落ち込んで

います。これではどう考えても困難になるのは

当然であります。国保税の引き上げで事態が打

開できるか、再生への展望を開くことが可能か、

できないわけであります。 

 今私どもに求められているのは、危機的状況

下にある全国の自治体と連携して、社会保障と

しての位置づけのもとに国保制度への国庫負担

をふやさせていくことだと考えます。 

 そこで、まず国保制度の危機打開のため、市

長にもこうした位置づけと立場を堅持して国へ

の働きかけを強化していただきたいと思います

が、社会保障制度であるという位置づけも含め、

市長の御所見をお示しください。 

 また、現在国が進めようとしている国保広域

化の問題点の一つに、国の財政責任を棚上げし

て、財政状況の違う自治体同士の相互助け合い

のような仕組みをつくろうとしていることが上

げられています。 

 今回の国保法の改正では、広域化に道を開く

方向を明確にしながら、国保財政の危機に対応

する新たな財政措置の考え方は盛り込まれてお



－３８－ 

りません。これにより、廃止が約束されたはず

の後期高齢者医療制度も先送りされています。

直面している国保制度の危機は、社会保障制度

として、国がその財政責任を明確にすること抜

きに展望を開くことはできないと考えます。 

 そこで、国保広域化への対応は慎重を期して

いくべきと考えます。最後に市長の御所見をお

示しくださるよう求め質問といたします。 

○髙橋位典議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 １２番橋本直樹議員の御質

問にお答えいたします。 

 だれもが安心して利用できる国民健康保険制

度を目指す取り組みについて申し上げます。 

 初めに、国民健康保険制度をめぐる現状の認

識についてでありますが、国民健康保険は、被

用者保険に加入する者を除くすべての方々を被

保険者とする公的医療保険制度であり、国民皆

保険の最後のとりでと言えるものであります。 

 しかし、国保財政は、医療費が年々増加して

いる一方、景気低迷の長期化により、所得の伸

長率の鈍化、収納率の低下、失業者や低所得者

層の増加による被保険者の納税の負担能力の低

下などの要因が増大する中で、極めて厳しい状

況にあり、一保険者の経営努力では限界に達し

ております。 

 こうした現状を打開し、安定した保険制度と

して市民の医療を確保していくためには、医療

保険制度の一元化や、国民健康保険の広域化等

も視野に入れた制度の見直しを検討していく時

期にきているものと認識をしております。 

 次に、国民健康保険税負担軽減策についてで

ありますが、滞納世帯への資格証明書の発行に

つきましては、国では救済制度の拡大として本

年７月から高校生世代に６カ月の短期被保険者

証を発行するとしておりますが、本市におきま

しては、既に３月から高校生世代まで短期被保

険者証を発行しているところであります。今後

とも、納税相談等を通して、滞納者の実情を踏

まえながらきめ細かに対応してまいります。 

 また、保険税の負担軽減のための法定外繰り

入れにつきましては、国民健康保険は本保険に

加入する特定の方を対象に運営する医療保険制

度であり、保険税への一般財源の充当は、他医

療保険の被保険者に対し二重の負担を強いるこ

とになり、適正な財政運営ではないと考えてお

ります。 

 後発薬へのシフトにつきましては、保険証を

更新する際に「ジェネリック医薬品お願いカー

ド」を全被保険者に送付し、趣旨の普及とカー

ドの利活用を図っておりますが、今後とも医療

費を削減するための一方策として市民への啓蒙

を図るとともに、医師会等への働きかけにつき

ましても県へ要望してまいります。 

 次に、一部負担金の減免、徴収猶予制度につ

いてでありますが、低所得者等への医療を確保

するため、一部負担金の減免、徴収猶予の制度

が適切に運用できるように取り扱い規定等につ

いて整備してまいります。 

 次に、国民健康保険制度再生に向けた国への

働きかけについてでありますが、さきにも申し

述べましたとおり、市町村が運営する国民健康

保険財政は極めて厳しい状況にあり、財政基盤

の健全化と安定化が重要な課題となっておりま

す。 

 このため、国の責任において安定的で持続可

能な国民皆保険制度を構築するための医療保険

制度の一元化に向けた要望とともに、その実現

までの運営基盤の安定を図るために、負担能力

の低い被保険者への支援や保険者に対する財政
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措置の充実強化については、県市長会及び東北

市長会等を通じ国に対して要望しておりますが、

大変重要な課題でありますので、引き続き要望

してまいります。 

 また、このたびの国民健康保険法の改正によ

り都道府県は広域化等支援方針を定めることが

できることとなり、山形県でも県内保険者の意

見を聞きながら対応することとしておりますの

で、その動向等を見守りながら慎重に対応して

まいります。 

○髙橋位典議長 橋本直樹議員。 

○１２番 橋本直樹議員 御答弁ありがとうご

ざいました。１点ずつ前進させるための質疑を

重ねたいと思います。 

 まず、私冒頭に申し上げましたのは、今こう

いう困難な状況の中で、市民の皆さん必死で頑

張っているわけです。この大変な状況に市長自

身が市民の立場に立ってまず心を寄せていく、

そういうことが求められているということで提

起させていただきました。 

 全国の例いろいろ挙げさせていただきました

けれども、それをまつまでもなく、市民の皆さ

んの間から今私どもに寄せられている悩みとい

いますか切実な声を、例えば保険証、国保を滞

納しているために保険証がもらえない、どうし

たらいいか。あるいはまた、お医者さんに行く

にも自分の財布の中身と相談しながら行かざる

を得ない。そんな不安な状態の中で暮らしてい

る、こういう声であります。 

 今、国保全体が大変な状態になっている中で、

市長も具体的な点で幾つかの前進と評価できる

方向を打ち出したわけですけれども、今大事な

ことは、この市民のせっぱ詰まった思いに立っ

て、施策を一歩一歩、具体的に一つ一つ前進さ

せる、そういう市長の決意といいますか、そう

いう積極的な姿勢だと思います。 

 そういう点で、全体を通してこの難局に取り

組んでいく上で、そしてまた今のような市民の

皆さんの大変な状況を少しでも希望ある方向に

変えていくために、市長としてどういう決意、

覚悟で臨んでいくのか、その点についてもう一

度お示しいただくよう求めます。 

○髙橋位典議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 いかなる政策、いかなる制

度につきましても、一定のルールといいますか、

それを設けるということが大事なわけで、そう

いったものを設けないと運営が行き詰まるとか、

あるいはいろいろな違った方向にいくとか、そ

ういうことが考えられるわけでございまして、

一定のルールを設けるということは大事だと思

います。 

 しかし、そういった中で、この制度で恩恵を

受けられないという方々が出てきている、ある

いは危惧されるということにつきましては、

我々もそこに目を向けながら、そういった制度

的なものも含めて、あるいは経済的、社会的な

状況も踏まえて、それに対応していくというこ

とがより大事だと思いますし、この質問にあり

ますいわゆる国民健康保険制度の中でも、今議

員がおっしゃられた状況、事態が非常に急務で

あるという状況になっているというようなお話

もありますので、担当課に指示をいたしまして、

どういう形でそういったことが防げるのかとい

うことも含めて対応してまいりたいというふう

に考えております。 

○髙橋位典議長 橋本直樹議員。 

○１２番 橋本直樹議員 市長から決意といい

ますか、大変な中でとにかく前に進めるという

ような方向が示されました。これはすごく大事

な点だと思います。そういう点に立って、具体
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的な問題についてさらに提起させていただきま

す。 

 まず、資格証の問題ですが、今の御答弁で子

どもたち、それからいわゆる義務教育の枠を超

えて高校生にまで、高校生がいる世帯には病気

になって医者にかかれないなんていうことのな

いように短期保険証を交付するというような方

向が出されたわけです。 

 もう１点大事なことは、病気になっている人

が医者にかかれないというようなことをなくす

るために、いわゆる病気を抱える人が本当に困

って、例えば納税相談に来て短期保険証をもら

う際に、その納税相談の際に滞納している分の

一部でも払えるというような状況の人はいいん

ですが、そういう状況にないけれども、もう病

気で本当に苦しい状態になっているというよう

な人についても、やっぱり相談に来れば少なく

ともお金を持ってこないからだめだというよう

な姿勢でなく、そういう人にはきちんと短期保

険証を交付する。そういうことがやっぱり制度

としてきちっと前進できる方向が今求められて

いると思うんです。 

 そういう点で、いわゆる短期保険証や保険証

不交付の世帯に対して、病気の人の世帯に対し

て資格証の発行はやめるというような施策の前

進が図れるかどうか、この点についていかがで

しょうか。 

○髙橋位典議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 この点につきましては、現

場の状況も含めまして担当課長から答弁いたし

ます。 

○髙橋位典議長 市民生活課長。 

○舟越啓喜市民生活課長 お答えいたします。 

 いわゆる病気にかかって医者にかかれないと

いう方に対する対応でございますが、これまで

もいろいろな形で答弁させていただきましたけ

れども、まず具体的に私どもと相談をしていた

だきたいというのが大前提でございます。 

 そして、その結果、さまざまな手だてをとり

ながら医者にかかるということでありますが、

この国民健康保険制度そのものがまず大前提と

して命を守る制度だという観点で理解をすれば、

本当にきめ細やかな納税相談をきちんとした上

で、その個々の方々の実態を現実に踏まえた上

で対応してきましたし、今後ともそのような形

で対応していきたいと思っております。 

○髙橋位典議長 橋本直樹議員。 

○１２番 橋本直樹議員 そのことがやっぱり

大事だと思うんですね。まず役所に来てくださ

いと、納税相談に来てくださいと。そして、事

情を本当に話してくださいと。そういう特別な

事情があれば柔軟に対応しますよというような

ことが、やっぱり市民の皆さんに伝わっていく

ということが本当に大事なことじゃないかなと

思うし、今言ったような施策の方向というもの

を本当に前進的に活用していく方向を生むこと

につながっていくと思います。 

 そういう意味で、ぜひ、特に病気を抱えてお

られるような方が、滞納しているから役所に行

けないなんていうことがないようにきめ細かな

働きかけもしていっていただきたいと思います。 

 それから、いわゆる国保税の負担軽減の手だ

てという点です。市長も自治体がやることにつ

いては限界もあるというようなことをはっきり

示されました。私もすぐこの大変な事態を、上

山市なら上山市という自治体だけがすごく展望

のある方向に変えられるなんていうことは考え

ていません。 

 でも、少なくとも国の方向を変えさせながら、

まず国保税の問題で言えば、もうこれ以上の負
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担は限界なんだという自治体のスタンス、そう

いうものをちゃんと示すことが大事だと思うん

です。それで、上げないために政策的な配慮と

いうものをやる時期なんだと、そういう自治体

の構えがあれば、国に対してもより強い立場で

臨んでいくというような地方自治体側の姿勢も

生まれてくるのではないかと思うんです。 

 そういう点で、市長からは示されたわけです

けれども、一つの構えの問題として、もうこれ

以上の国保税負担というのはもう市民にとって

限界なんだというような認識があるかどうか、

改めてもう一度お示しいただきたいと思います。 

○髙橋位典議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 税負担につきましては、ど

ういう税でありましても、高いよりはできるだ

け安い形で、安い負担の中でいろいろな制度を

運営をするということは、我々にとって一つの

大きな使命だろうと思っています。 

 ただ、先ほどの質問に他市町村のことがあっ

たわけでございますが、他市町村のことに触れ

ようとは思いませんけれども、ただそれまでの

プロセスも当然あったわけでございまして、な

ぜこの時期にということもあろうかと思います。 

 しかし、やはりそういった制度というものは

基本的には市民の公正、公平性というものをき

ちっとわきまえた中でやっていかないと、この

制度についてはこうします、この制度について

はこうしますというような形であるとすれば、

やっぱりここはきちっとしたルールといいます

か、きちっとした形で対応をしていかなければ

ならないと思っています。 

 ですから、その方策が必ずしもそれしかない

という選択肢なのか、あるいは計画的にいろい

ろな形でそれにかわる制度といいますか、かわ

る手法があるのか。そういったこともきちっと

長期的な見通しの中で考えていく必要があると

考えております。 

○髙橋位典議長 橋本直樹議員。 

○１２番 橋本直樹議員 わかります。わかり

ますが、やっぱり今の事態というのは、我々の

言ってみれば一歩一歩の努力というのではもう

待てないぐらいせっぱ詰まった状況も広がって

いるという点、冒頭にも申し上げましたけれど

も、そういう認識に立って、やっぱり困難な制

約のある中での施策の前進ということを図って

いただきたいと思います。 

 具体的な問題で市長も今後半に言ったように、

じゃあ自治体としてどんなことができるのかと

いうことで、例えば国保財政をもっと好転させ

るために、私もさっきお聞きしたように、後発

医薬品の使用頻度というのも上山市だけでもも

っともっと広げるというような工夫なんていう

のは、自治体独自に頑張れば前進させていくこ

とができる施策の一つだと思うんです。 

 それから、もう一つクアオルトの問題でもそ

うです。本当に市長、かねてからお示しのよう

に市民の健康づくり、やっぱり健康ということ

が本当に求められて初めて国保財政だって展望

が開ける方向が示されるわけですから、そうい

う意味で、上山市はある面で言えば、こういう

分野では他市の先進をいける条件というものを

備えているわけです。 

 特に、後発医薬品に関して言えばヨーロッパ

では、ポーランドなんかはもう８７％という水

準なんです。もう５割を超しています。この点

で日本は、本当にまだこれからという段階にな

っているわけです。 

 だから、東和薬品さんの例を引くまでもなく、

上山市が独自にそういう面でも他市にない条件

を備えているとすれば、そうした立場で市民の
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皆さんの意識啓発を図っていく、あるいは医師

会の協力もどんどん求めていくというような、

そんな積極的姿勢が市長に求められていると思

うので、この点では、先ほども示されましたけ

れども、具体的に上山市でどう取り組んでいく

かという点で、再度市長の姿勢をお示しくださ

い。 

 それからもう一つ、クアオルトの問題、これ

は、私すばらしいなと思って、夢でもあるんで

すけれども、この前もクアオルトの取り組みに

参加させていただいて、こういう療法にドイツ

ではもう既に健康保険が適用されているという

ことで、いやすばらしいなと思ったんです。 

 だから、本当に今すぐなんていうことは不可

能な課題ではあると思うんですけれども、上山

市から全国の地方自治体に向けて、こういう取

り組みこそが本当の意味での市民の健康づくり

につながっていくんでないかと、そういうこと

が保険の適用という形で国も支援するという仕

組みづくりがすごく大事じゃないかということ

をぜひ発信していただきたい。 

 これはそんな遠い先のことだからと、ほかの

自治体がまだ取り組んでもいないのに保険適用

は無理だと言ってしまうと、その一歩すら出な

いということですから、ぜひ上山市から第一歩

を記していく、そんな姿勢を持ってほしいと思

うのですが、いかがでしょうか。 

○髙橋位典議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 ジェネリックでございます

が、これは今お話にありましたように、外国で

はもう５０％を超えているというような話でご

ざいますし、我が国におきましても１６％から

３０％に上げるという目標の中で今進んでいる

という状況にあります。 

 そういう中で、ジェネリックの薬品会社が本

市に大きく羽ばたいていただいているというこ

とは大変ありがたいことでありますし、そうい

った形で進めていただきたいと我々も思ってい

ます。 

 ただ、先ほど申し上げましたように、我々が

できる仕事と、医師会とかいろいろな方々がで

きる仕事があります。ですから、そこは我々の

思いといいますか、そういったものをぜひ話を

させていただいて、理解と協力を求めていくと

いうことは引き続きやっていかなければと思っ

ています。 

 あとクアオルトでございますが、保険適用と

いうようなことであります。基本的には、いわ

ゆる休暇のとり方もヨーロッパと日本では違っ

ているということもあろうかと思いますが、し

かし、いいものはそれに追従していくというこ

とも大事なわけで、実は先般のクアオルトの大

会において、大阪だったと思いますが、健保組

合の担当者も参加をしていただきました。 

 そういうことで、そういった切り口から、い

ろいろな面で将来的にはドイツのような、いわ

ゆる予防医学といいますか、この政策によって

そっちの方のドアを開けられればというような

考えを我々も持っておりますので、引き続きそ

ういった面につきましても今後対応してまいり

たいと考えております。 

○髙橋位典議長 橋本直樹議員。 

○１２番 橋本直樹議員 どうもありがとうご

ざいました。いろいろ前進面も示された実りの

あった質疑だったなというふうに総括できると

思います。 

 最後にですが、一部負担の問題で、細則を設

けて、実際に本当に困っている市民の皆さんが

医療機関の窓口に行ったときに、今の細則によ

って医者にかかれる、あるいは一部負担金を免
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除してもらえるというようなことが、できるだ

け早く実現することが望ましいと思うわけです。 

 ですから、やるんならできるだけ早くという

ことが求められると思うんですけれども、その

目途と改めて市長の決意を最後にお伺いして質

問といたします。 

○髙橋位典議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 これにつきましては、まず

現状、それをきちっと把握するということが大

事なわけでございまして、そういう方々がどう

いう形で、救うというと大変語弊がありますが、

お医者さんにかかれるようにできるというもの

を知恵を出して今後考えてみたいと思っていま

す。 

 スピードということは、我々が常に申してい

ることでございますので、そういった形できち

っと考え方を示してまいりたいと思っています。 

○髙橋位典議長 次に、４番枝松直樹議員。 

〔４番 枝松直樹議員 登壇〕 

○４番 枝松直樹議員 ４番、会派たかまきの

枝松直樹でございます。 

 今回は、中心市街地活性化と公民館の移転に

ついて、項目を絞りながら御質問をさせていた

だきます。 

 私は、ことし３月定例会における一般質問に

おいて、市民会館の建物解体と跡地利用につい

てお尋ねしたところであります。 

 そして、予算特別委員会では、上山地区公民

館を中心市街地に移転することを提案いたしま

したが、これに対する回答が、「ことし１年間

かけて本庁地区の公民館の配置について検討す

る」という旨の回答にとどまりましたので、今

回改めて一般質問の中で取り上げさせていただ

いた次第であります。 

 このたびの質問の趣旨は、市民会館の建物に

ある現在の機能を速やかに停止をし、そしてそ

の機能を中心市街地の空き店舗に移してはどう

かという提案であります。 

 現在、市民会館の管理経費は、平成２２年度

予算を見れば約１，３００万円が計上されてお

ります。人件費を除いてこれだけの経費をかけ

ることの妥当性、合理性が私には理解ができま

せん。 

 今まで職員の人件費を５年間削るなどかなり

の行政改革を行い、経費節減に努めてきたこと

と整合性がとれないと考えます。 

 現在、市民会館で行われている業務は、芸術

文化に関する業務、会議室の貸し出し業務、そ

して上山地区公民館の公民館業務などでありま

す。 

 私は、これらの現在市民会館で行われている

業務、その機能を市街地に移しても業務に支障

が出るとは全く考えておりません。むしろ機能

を中心市街地の空き店舗に移すことが経費の節

減になり、あわせて市街地のにぎわい創出の一

助になると考えるところであります。 

 まず、具体的な移転場所ですが、第１案とし

て駅前の空き店舗を御提案いたします。私が想

定している店舗の賃料は、１階が４２坪ほどあ

りますが、ざっと１５万円であります。この場

所は駐車場も確保ができる場所だと考えており

ます。１５万円の賃料に駐車場代、光熱水費を

加えても現在予算計上されている市民会館の管

理費の３分の１程度になると私は試算をしてお

ります。もし面積が足りなければ、２階を借り

ることも可能であります。 

 公民館ではさまざまな事業が行われておりま

すが、現在は、高齢者教室などのように大人数

が集まるものは利用者が集まりやすいカミンの

会議室などを使っているようであります。公民
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館が移転することにより、その効果として駅前

に人の流れが出てまいります。 

 かつて駅前へのセレモニーホール建設計画が

ありましたが、その計画が頓挫して以降、駅前

への新たな商店進出や開発行為の計画はめどが

全く立っておりません。そこで今回の提案が有

効であると私なりに判断をしておりますが、市

長の御所見をお伺いいたします。 

 次に、十日町郵便局向かいの蔵について、そ

の管理と活用手法がまだ決まっていないようで

ありますが、第２案といたしましてこの蔵を提

案いたします。 

 ここに公民館を移転すれば賃料は市の所有で

ありますから、もちろん不要となります。現在

の管理費の中でこの蔵の改修費用も捻出できる

のではないかと思われます。駐車場も周辺に確

保は可能であります。 

 会議は、働く婦人の家やカミンを借用、小物

づくりなどの講座ものは隣の温泉旅館組合の蔵

とあわせて活用すれば、非常におもしろい企画

もできそうなところであります。 

 ギャラリー機能もカフェの機能を持たせるこ

ともでき、新しい上山市らしい公民館のスタイ

ルが展開できるように思います。むだを省きつ

つ、市街地の活性化にも資する一石二鳥と思う

今回の私の提案に対する市長の御所見を伺うと

ころであります。 

 次に、教育委員長にお伺いをいたします。 

 現在、中央公民館は市役所生涯学習課内にあ

り、上山地区公民館は市民会館内にあるのです

が、生涯学習施設としての公民館機能をもっと

充実させる観点からお伺いいたします。 

 利用者の利便性という観点は、公民館の機能

の充実において重要な観点となります。市民会

館の大会議室は４階にあり、高齢者だけでなく

多くの利用者から大変不評であります。先ほど

申し上げましたように、今はカミンの会議室を

多く使用しているというのは、エスカレーター

やエレベーターがあり、交通の便もよく集まり

やすいからであります。 

 市街地に進出することで、公民館の利用者が

ふえるのではないかと思いますが、教育委員長

はいかがお考えでありましょうか。 

 本市の生涯学習活動が活発になれば、生きが

いを持った健康的な市民がふえることにもなり、

さまざまな副次的な効果が期待できると考えま

す。 

 私は、公民館は「地域のお茶の間」としての

機能を果たすべきと考えております。中心市街

地への進出は、市民に親しまれる施設として地

域コミュニティの中核のお茶の間になれるいい

機会かとも思います。中央公民館については、

新たにつくることは困難ですから、この際上山

地区公民館と一緒に運営してもよろしいのでは

ないかと考えております。 

 以上、新しい公民館の可能性を内包する今回

の提案について、教育委員長の御所見を伺いま

して、質問といたします。 

○髙橋位典議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ４番枝松直樹議員の御質問

にお答えいたします。 

 空き店舗への公民館の移転についてでありま

すが、中心市街地の活性化を進める上で空き店

舗の活用は重要なポイントであるととらえてお

ります。 

 現在、上山地区公民館の移転につきましては、

平成２３年度の実施を目指し、本庁地区全体の

地区公民館の適正配置とあわせて検討を進めて

おりますが、議員御提案の駅前の空き店舗及び
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十日町の蔵への公民館の移転と活用につきまし

ては、施設の規模、地域のバランスなどを踏ま

えて総合的な判断により困難であると考えてお

ります。 

○髙橋位典議長 教育委員長。 

〔小関男教育委員長 登壇〕 

○小関男教育委員長 ４番枝松直樹議員の御

質問にお答えいたします。 

 中心市街地の活性化と公民館の移転に係る中

央公民館及び上山地区公民館の機能の充実につ

いてでありますが、公民館機能につきましては、

第一義的には公民館活動の効果を高めることで

あり、事務室や会議室、駐車場の確保など、公

民館としての必要最小限の施設、設備の充足の

ほか、対象区域全体の中での位置や議員御指摘

の維持管理経費等も重要と考えております。 

 このような条件を満たした上で、市街地に移

転することが可能であれば、新たな事業を展開

できる可能性が拡大し、利用者の増加や副次的

な効果にもつながるものと認識しております。 

 一方で、さきに市長が答弁いたしましたとお

り、上山地区公民館につきましては、対象地区

が広範囲で地域に密着した公民館活動に支障を

来している状況にあるため、平成２３年度の実

施に向けて本庁地区を分割し、地区公民館を再

配置した上で、他地区公民館と同様の職員体制

と機能の充実を図るため、現在、調査研究を行

っているところでございます。 

○髙橋位典議長 枝松直樹議員の質問中であり

ますが、この際正午にもなりますので、昼食の

ため休憩いたします。午後は１時から会議を開

きます。 

    午前１１時５６分 休 憩 

                  

    午後 １時００分 開 議 

○髙橋位典議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 引き続き枝松直樹議員の質問を続行いたしま

す。枝松直樹議員。 

○４番 枝松直樹議員 それでは、先ほどに引

き続いて質問させていただきますが、先ほどの

答弁が余りにも簡潔過ぎて、その理由が私には

理解できませんでした。 

 仮に私の提案が実現できないとしても、私が

その理由を明確に理解できないのであれば、こ

れは質問の意味がありませんので、詳細につい

てお伺いいたします。 

まず、私が指摘をいたしました市民会館の管

理費１，２９９万５，０００円が予算計上され

ていて、需用費として５９０万２，０００円、

委託料で６８３万９，０００円ありますけれど

も、今現在、これをあの市民会館の施設に投入

することについて、私はむだだというふうに指

摘をしたつもりであります。これについて、費

用対効果ということについて市長の見解を伺い

たいと思います。 

○髙橋位典議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 総額で１，２９９万円とい

うことでございますが、現在、地区公民館とし

て、市内の７２地区の公民館としてやっている

わけでございますが、私も議員の考え同様、こ

れは、むだとは言いませんけれども、でもちょ

っと管理費用も含めて多過ぎるということでご

ざいます。 

 そういうことから、できるだけ早く、大ホー

ルについては休館しているわけでございますが、

そのほかのいわゆる公民館エリアについては、

できるだけ早く移転も含めてということで、先

ほど教育委員長の方から答弁いたしましたよう

に、この１年間をかけてでございますが、市内
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の地区、いわゆる人口も市全体の半分あるわけ

でございますし、そういうことで、今７地区で

やっている地区公民館、ああいう制度、つまり

事務長、地域活動推進員２人体制で今やってお

りますが、そういう体制で地区公民館をいわゆ

る本庁内に、今のところ案としては３カ所でご

ざいますが、そういう公民館をつくりたいとい

うことで、先ほどの答弁でありますように調査

研究をしているということでございまして、明

らかにこのお金というのは、むだとは言いませ

んけれども、かかり過ぎているという認識でご

ざいます。 

○髙橋位典議長 枝松直樹議員。 

○４番 枝松直樹議員 市長の口からむだとい

う言葉は、なかなかそれは出しにくいでしょう

けれども、株式会社上山市ということで、民間

の発想を持ってやるというのが市長の売りであ

りますから、私は来年度と言わずに、ことし、

今すぐにでもというふうに思っているわけです。 

 そして、この議論に入るとちょっとまた長く

なると思いますけれども、今市内にある地区公

民館、いわゆる周辺部にあるもの、これは旧合

併村単位の出張所としての機能を持ち合わせた

公民館です。名前は公民館ですけれども、実は

中身からいくと業務量も出張所機能の方が多い。 

 社会教育施設としての公民館の機能はむしろ

少ないということでありまして、それと同じよ

うなものを本庁地区に配置をするという、３カ

所というような案でしたが、それを本庁地区に

持ってくることについては、今回の質問の本来

の趣旨ではなかったんですが、私はなじまない

というふうに思っておりまして、公民館をとに

かくどう位置づけるかということで、大きくこ

れはもう右か左か分かれる話だと思っているん

です。 

 それで、教育委員長にも後でお伺いしようと

思っておりましたが、公民館を本庁地区に３カ

所もつくって、さらにそこに事務長、地域活動

推進員という人も恐らく配置するんでしょうが、

そこで何をなされたいのか、一番のねらいは何

でしょうか。 

○髙橋位典議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 今市内の各地区、地域、町、

あるいはいろいろな団体からお話を聞いており

ますと、例えば老人クラブ組織があると、その

運営、事業計画、いろいろなことをやっていく

にはすべてその町、例えば旭町なら旭町でいい

んですが、全部自分たちでやっていかなければ

ならないというようなこととか、あるいは今旧

町内でも運動会とかいろいろやっているわけで

ございますが、そういった地域コミュニティと

いいますか、地域それぞれの町の、地域のコミ

ュニティ、そういうものが失われつつあるとか、

あるいはひとり暮らしの方々とか、高齢者世帯

が多くなっているとか、そういうことで自発的

に、自分たちですべてというのはなかなか難し

い状況にあるというふうにとらえております。 

 公民館活動というのは、そういう団体とか地

域とか、いろいろな方々がいろいろなことをや

りやすい環境といいますか、旧村単位もそうい

う体制をとりながらいろいろな地域の行事を含

めて、事業を含めてやってきているわけでござ

いますが、この本庁地区内にもそういった機能

を持たせた公民館体制、そういうものが必要だ

という考え方のもとに、今そういう調査研究を

行っているということでございます。 

○髙橋位典議長 枝松直樹議員。 

○４番 枝松直樹議員 考え方はわかりました

けれども、今現在は北部地区公民館が北の方に

あります。そして上山地区公民館、私は、北部
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は北部として生かして、現在の上山地区公民館

は、私の提案のように市街地に移転することに

よって、市長が目指すものは達成できると思っ

ております。 

 各地区には自治公民館があります。今社会福

祉協議会、市長が会長ですが、ここでは最大の

課題として地域ごとの生き生きサロンをつくろ

うとしているわけです。これは会場として自治

公民館を想定したものが大半だと思うんですけ

れども、ですからそことの整合性の問題もあっ

て、私は周辺部にあるような公民館の姿を本庁

地区の中で展開をするのではなくて、本庁地区

の上山地区公民館については、あくまで市民の

生涯学習活動、それを支援する立場に特化した

ようなものがあるべきなのかなと思っておりま

した。 

 それで、私が提案した中で、例に駅前とか十

日町郵便局の蔵の話を出したわけですが、聞き

違いかどうか、敷地とか面積が狭いと、総合的

に判断して困難というふうに聞き取ったんです

が、私は決して狭いとは思いません。市長が目

指すようなもの、例えば周辺部にしても公民館

の敷地はさほど広くはないと思うんです。 

 事務室とかがあって、それから多目的な集会

設備がありますが、あれだって駅前の、あの中

だけで完結しようとすると無理ですが、それは

当然近隣の施設なども活用すれば十分可能です

から、先ほどの総合的に判断して困難という意

味が私には理解できませんでした。それで、本

当に敷地、面積、坪数が狭いからだめだという

ことで考えていらっしゃるんでしょうか。 

○髙橋位典議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 先ほどの２カ所の件でござ

いますが、これにつきましては、蔵につきまし

ては、公民館という提案でありましたけれども、

我々としてはそのほかの施設も考えられるとい

うことがありますし、公民館というのは集まる

場所に間違いないわけです。ただ、我々が考え

ていたのは、三つのエリアということですから、

かなり広範囲から集まるという前提でございま

す。そうしますと、今幾らまち中といえども、

ちょっと遠いところからは車で来るとか、そう

いうことが考えられるわけでございますし、ま

た、仮に蔵の場所とした場合には、働く婦人の

家が近くにあるという考え方でしょうけれども、

例えばあそこでたまたまかもしれませんけれど

も、いろいろな行事をやっていてバッティング

するとか、やっぱりそういうことがあるわけで、

行政がきちっとそういった配置、あるいは施設

を考えていくときには、ある程度そういったも

のも考えながら、支障を来さないとか、最低限

そういったものを考えていく必要があるという

ことも含めて、もう一つは３カ所という配分の

位置づけからすると、北部は北部でいいと思い

ます。あと中、南という点ではバランス的にも

う少し考えた方がいいという考え方でそういっ

た答弁をいたしました。 

○髙橋位典議長 枝松直樹議員。 

○４番 枝松直樹議員 市長は３カ所という数

を何回も今言われましたけれども、北部は現状

のまま、そして中部、そして南部というふうに、

三つの公民館と承りましたが、新たな施設を建

設するということは恐らくないと思うんです、

経費も大変ですから。そうすると、中部を私が

言った場所で何で悪いのかが、私はちょっとま

だこだわっているわけです。 

 南部については以前も勤労青少年ホームの２

階ということで検討した形跡もあったわけです

が、現在は学童保育が入っておりますし、私は

そんなにする必要がないということだったら、
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これもう議論を幾らしてもかみ合わないのでき

ょうはもうやめますが、あくまで私としては現

状のお金をかけない中で地域活性化、駅前が全

くまだ展望も開けていない中で持ってくること

の意義は私は大きいと思いますので、ことしい

っぱいかけて検討される中にぜひそれも入れて

いただきたいと、これは要望を申し上げておき

たいと思います。 

 教育委員長にもお伺いいたします。公民館の

あり方というようなことで、ことし１年かけて

適正配置を検討するというお答えが教育委員長

からもありました。先ほど地域に密着とか、地

域に根ざすという言葉も使われていたようであ

りますが、教育委員会として公民館にどういう

機能を持たせようとしているのかお伺いします。 

○髙橋位典議長 教育委員長。 

○小関男教育委員長 具体的な場面が出てく

るわけですので、生涯学習課長が答弁いたしま

す。 

○髙橋位典議長 生涯学習課長。 

○木村義博生涯学習課長 命によりましてお答

えをいたします。 

 御承知のように、本庁地区につきましては、

弁天、旭町、四ツ谷の３地区を対象にした北部

地区公民館、そのほかを対象にした上山地区公

民館の２館体制になっております。上山地区公

民館につきましては、非常に対象範囲が広い。

また、学区を越えて変則的な配置になっている

というようなことで、地域の実情、そういった

もの、あるいは地域の意向を適切に反映するよ

うな公民館活動に支障を来しているというよう

なことで、本庁地区の会長会からも小学校区ご

との公民館の配置についての要望をいただいて

いるところであります。 

 先ほど公民館の意義ということがありました

けれども、申し上げるまでもなく、最近のこう

いった少子高齢者を初め上山市の社会環境とい

うものが大きく変化しております。そういう中

で、公民館はもちろん生涯学習の活動拠点とし

ての幅広い機能、役割を持ちながら地域力の醸

成の場とか、地域づくり、人づくりのための活

動拠点としての役割がこれまでにも増して重要

になっているものととらえているところでござ

います。 

 本庁地区につきましては、繰り返しになりま

すけれども、そういった地域に密着したきめ細

かな活動、取り組み、そして仕組み、そういっ

たものが必要であるということから、ただいま

いろいろ御答弁がありましたように、適正配置

と公民館機能の充実を図ることが最優先の課題

としてとらえまして、今取り組んでいるところ

でございます。以上でございます。 

○髙橋位典議長 枝松直樹議員。 

○４番 枝松直樹議員 地域が広過ぎると、地

域の課題に対応できないというようなこともあ

るようですけれども、私は地域の何の課題に対

応しようとしているのかが見えない。社会福祉

協議会では、さっき言ったように地域で福祉の

見守りということで力を入れようとしていろい

ろやっていますし、地域の福祉連絡会議とかを

各地区につくろうとしております。 

 ただ、その舞台は自治公民館だと思いますが、

そちらの方の機能を高めた方がいいのではない

かと。私たちも含めて日中働いている世代は利

用できないということになってきて、生涯学習

機能を高めるという意味では、ちょっと違うの

ではないかと思っております。 

 地域の課題に対応するといった場合に、その

公民館がそんなに迅速にその地域課題に対応す

るということについても、果たしてそんなにう
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まく機能するのかなと思っておりまして、これ

は明らかに認識の違いということが今私も答弁

を聞きながら、考えていることが違うんだなと

いうふうに理解をしたところであります。 

 いずれにしても来年以降、また市長に戻りま

すが、この１，３００万円ほどの市民会館の管

理費というのは明らかに見直しをするというよ

うなことになると理解をしていいですか。 

○髙橋位典議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 おっしゃるとおりでござい

まして、来年度からは、あの場所は廃止すると

いうことでございますから、今の公民館、いわ

ゆる上山地区公民館への予算づけはなくなると

いう理解でございます。 

○髙橋位典議長 枝松直樹議員。 

○４番 枝松直樹議員 それでは、ぜひことし

１年かけて議論をされる、その公民館の再配置

の議論に、私どもも意見を反映したいなと思い

ますから、議会の方も物が言えるようなそうい

う場を設定をしてくださることをお願い申し上

げて質問を終わります。 

○髙橋位典議長 次に、１番佐藤昇議員。 

〔１番 佐藤 昇議員 登壇〕 

○１番 佐藤 昇議員 会派２１世紀会の佐藤

でございます。 

 このたびは本市の定住促進策と祭り行事につ

いて、通告に従いまして、横戸市長に質問させ

ていただきます。 

 初めに、定住促進策についてでありますが、

第１としまして、若者に魅力ある商店街づくり

についてお尋ねいたします。 

 横戸市長がこのたび新たに策定された「上山

市行財政改革大綱」は、平成２２年度から平成

２６年度までを推進期間と定められたものであ

り、さきの行財政改革において、行政と市民が

一体となり２３億円の財源不足を解消されたこ

とからも、世界経済が混沌とする中において、

それぞれの担当課が英知を出し合い、何として

でも元気なまちづくりを目指す市長の意気込み

をあらわすものであると感じた次第であります。 

 しかし、残念ながら本市の人口は減少を続け

ており、早急に思い切った策を具体化していか

なければ、それに歯どめをかけることができな

いのではないでしょうか。 

 その具体策として、以前の一般質問で商店街

の活性化策として東京巣鴨の地蔵通り商店街を

例にとり、お年寄りに喜ばれる商店街づくりを

進めてはどうかと提案させていただきました。 

 本市の商店街は、道路は狭く店舗の数も限ら

れ、どう考えても幅広い世代をターゲットにし

た場合、中途半端な商店街になってしまうとい

うのがあのときの考えでした。 

 しかし、本市と同じようなまちでも若い世代

でにぎわう様子を拝見したり、今の若い世代の

方々から意見をいただいたことで、現代の若い

世代の考え方を多少なりとも知ることができ、

本市においても若者に関心を持っていただける

商店街づくりができると確信しました。 

 大綱の中でも取り上げられている青年層の転

出を食いとめ、定住人口の維持を図る上からも、

若い世代に魅力を感じてもらえる商店街の実現

は大切な課題です。 

 以前本市が行った市民アンケートでは、カミ

ンを中心とした商店街に対する若者の意識とし

て、上山市は食べ物の店が少ない、若者向けの

店が少ない、ぱっとしない、おもしろくない、

暗い、きわめつけはカミンにいると白い目で見

られていると感じるから行きたくない。 

 このアンケートは平成１７年に実施されたも

のですが、最近同じ世代の若者に話を聞いても
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同様で本当に残念な結果でしたが、逆にこの結

果から、若い世代は大型ショッピングセンター

でなければだめだとしているわけではなく、ま

ち全体に感じられる活気のなさに嫌悪感を覚え

ていることが一番の問題だと思われます。 

 活気のある商業エリアなどでは、若者がショ

ップ店員として働き、小さなスペースで衣類で

も雑貨でも食品でも所狭しと展示している店を

見かけます。来店する客に対して友達に話しか

けるような感じで販売を行っている様子は、

我々の世代ではなかなか理解できないものです

が、それが現代の若者を引きつける店舗展開で

あり、本市に若い世代のにぎわいを呼び戻す手

段の一つであると思えます。 

 そうした若い世代に広くチャレンジしてもら

えるような起業のチャンスを与える場や援助を

ぜひ考えられてはいかがでしょうか。 

 東北芸術工科大学の生徒による長屋門ギャラ

リーなども、土日だけの開催ですが、市外から

も訪れる方もおり、開催する日数や場所をふや

すなど、ますますの展望が望まれます。 

 以上の２点について市長のお考えをお聞かせ

ください。 

 続きまして、民間保育園との連携によるさま

ざまな保育の拡大についてであります。 

 同じく市民アンケートからも、行政に望む住

みよいまちの条件の第１番に、子育てしやすい

まちが上げられます。本市の子育て支援の新し

い施設である「めんごりあ」もたくさんの方々

に利用していただき好評のようです。 

 しかし、共働きの家庭が多く、本当に望まれ

る子育て支援は保育園の充実など、安心して親

が働ける環境づくりであるというのは言うまで

もありません。 

 最初に、私の会派の視察で訪れました石川県

七尾市の子育て支援の様子を報告させていただ

きます。 

 本市と同じように和倉温泉を抱える観光都市

であり、不規則な時間で働いている市民のため

に、民間保育園と連携してトワイライトステイ

と呼ばれる夜間保育、お泊まり保育を実施して

いることなども功を奏してか、全国でも上位の

出生率を記録しています。 

 全国的に少子化が問題になり、政府において

はお金をばらまくことが子育て対策になると考

えているようですが、市長におかれましては、

良識を示していただき市民満足度の高い子育て

支援を実現していただきたいと思います。 

 上山市民の勤務形態も本当に幅広い時間の中

で働かざるを得ない方も多く、夜勤や早出をし

なくてはいけない場合は預けるところがなく、

仕事をやめなければならない。子どもが預け先

でぐあいが悪くなれば早退して迎えに行かなく

てはならない。それがたびたびとなれば仕事の

上でも本当に困ります。 

 このように市民にとっては子どもを預けるこ

とについてのさまざまな悩みがあり、早急な保

育の拡大と充実を望みますが、市長のお考えを

お聞かせください。 

 続きまして、上山市の祭り行事についてであ

ります。 

 １番目に、市民にとって魅力ある祭りづくり

についてであります。 

 さまざまな事情により、本年から本市の夏の

一大イベントであった「踊る花笠まつり」が中

止になったことは本当に残念なことであります。

さまざまな場面で残念がる声を聞きますが、市

長はなおさらのことと思われます。市民が一つ

になれる大きなよりどころを失ったということ

は、「元気なかみのやま」をつくる上で大きな
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マイナスになるのではないでしょうか。 

 一刻も早い再開を願うばかりですが、口で言

うほど簡単なものでないことは承知しています。

何とかさまざまな分野に協力を呼びかけて、規

模の縮小はいたし方ないにしても、今までにな

いようなアイデアを持ち寄り、より以上の花笠

まつりを実現すべきと考えます。 

 さきにゆかたの似合うまち並みづくりについ

ても質問させていただいたことがありましたが、

観光で来ていただいた方ばかりでなく、市民が

浴衣を来てまちに出てこそ本当の意味での「ゆ

かたの似合うまち」であると思います。そのた

めにも、ホオズキを本市のまちおこしの一つに

取り組む今、「かみのやまほおずきまつり」な

どもぜひ再考していただきたいと思います。 

 以上の市内外に対して本市の魅力を増すため

の祭りづくりについて、市長のお考えがありま

したらお聞かせください。 

 最後に、かかし祭りの拡大の充実についてで

あります。 

 平成１９年１２月の定例会の一般質問におい

て、本市の秋の到来を告げるイベントである

「かかし祭」をさらに盛り上げるために、企業

や学校などに呼びかけてハイテク技術を生かし

たロボットかかしなどの部門を新たに設ける提

案をさせていただきました。さまざまな会合な

どでその話をすると、皆さんから大変感心して

聞いていただけるのですが、残念ながら本市の

観光課からは興味を示していただけないようで

す。 

 かかしを観光に用いるのは本市ばかりではな

く、かかしでまちおこしをしていくのであれば、

現状に満足することなく、もっとほかと差別化

を図り、マスコミなどでも全国規模で取り上げ

てもらえるくらいの意気込みで新しい企画にチ

ャレンジする心意気が必要なのではないでしょ

うか。 

 昔は道路沿いや田んぼにもかかしが展示され

ていたはずですが、それさえこのごろは見かけ

ないと思うのは私だけでしょうか。また、かか

し祭りが市民公園で行われるようになり、お城

や商店街は人の流れもなく地域の振興に功を奏

していない現状を感じます。 

 部門をふやし、関心を高めることで出品数の

増加を図り、例えばハイテクかかしと創作かか

しは市民公園、伝統かかしと短歌かかしは月岡

公園に展示するなどで人の流れもふえ、商店街

などにも活気が出るものと思われますが、市長

のお考えをお聞かせください。 

○髙橋位典議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 １番佐藤昇議員の御質問に

お答えいたします。 

 初めに、若者に魅力ある商店街づくりについ

てでありますが、中心市街地活性化基本計画に

おきましては、歴史や地域資源を活用したまち

並み等の景観の整備とあわせ、まちのにぎわい

を創出するためのソフト事業を展開することに

より、魅力ある商店街づくりを目指しておりま

す。 

 そのため、本計画の中で空き店舗や蔵を活用

したチャレンジショップやギャラリーの開設を

考えておりますので、その方策につきましても

検討してまいります。 

 また、長屋門ギャラリーにつきましては、既

に上山市まちづくりアドバイザーの東北公益文

科大学の温井准教授を中心に、新たに借用した

スペースの活用や開館日の増加を含め、運営や

周知の方法について検討しております。 

 次に、民間保育園との連携によるさまざまな
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保育の拡大についてでありますが、夜間や宿泊

を伴う保育につきましては、平成１９年に実施

いたしました就学前児童の保護者を対象にした

子育てに関するアンケート等の結果、突発的な

需要を除き恒常的な需要はありませんでしたの

で、今のところ実施する考えはありません。 

 通常の保育時間以外や不定期、臨時的な保育

の需要につきましては、休日保育、一時預かり

事業を民間保育園に担っていただいているほか、

ファミリー・サポート・センターにおいても対

応しております。 

 また、母親が安心して出産や子育てができる

ように、子育て経験者が簡単な家事や育児を母

親と一緒に行いながら、話し相手になったり、

子育てについてのアドバイスをしたりする「訪

問型子育て支援サービス」等を実施し、子育て

支援をさらに充実させてまいります。 

 次に、市民にとって魅力ある祭りづくりにつ

いてでありますが、「かみのやま温泉踊る花

笠・仮装花笠まつり」につきましては、誘客の

ためのイベントとしては昨年限りと決定されて

おり、本年度は花火や浴衣ファッションショー

などの上山青年会議所が主催する夏のイベント

に合わせて実施することから、市といたしまし

ては本イベントに支援を行ってまいります。 

 また、市民が浴衣を来てまちに出てもらう仕

掛けとしての「ホオズキ」を活用したイベント

につきましては、本市が生産、普及拡大を進め

ているのは食用ホオズキであり、観賞用のもの

ではありませんので、活用はできないと考えて

おります。 

 しかしながら、「市民ゆかたデー」のほかに

も上山城主催で実施予定のナイトミュージアム、

青年会議所主催の夏のイベントなど、さまざま

な行事が予定されていることから、それらと連

携させながら、「市民ゆかたデー」を複数日に

設定するなど、浴衣を着る機会の拡充が図られ

るよう努めてまいります。 

 かかし祭の拡充と充実についてでありますが、

これまでも小学生の短歌かかしやガーデニング

かかしなどの新たな取り組みやイベントの新設

なども行われており、本年度からは一般かかし

の部門に「ハイテクかかし」のカテゴリーが設

けられる予定であります。 

 なお、会場を市民公園と月岡公園の２会場と

することにつきましては、現在も街角かかしを

まち中に展示するとともに、中心市街地と市民

公園とをシャトルバスで結び、経済的な効果が

生じるよう連携を図っております。また、会場

を分散することでにぎわいに欠けることが危惧

されることから、市民公園会場を充実させるべ

きと考えております。 

○髙橋位典議長 佐藤昇議員。 

○１番 佐藤 昇議員 御答弁ありがとうござ

います。 

 １点ずつお尋ねしていきます。 

 定住促進についてでありますけれども、確か

に温井先生のアドバイスを聞きながら、私も前

に先生のお話をお伺いしたことがありますけれ

ども、やはり市外に流れていく若い人たちをも

っと取り込めるような思い切ったことをやって

いかないとだめだと思うんです。 

 以前、ある経営コンサルタントの先生にお話

を聞いたことがあるんですけれども、常任委員

会で課長に聞いたことがあったんですが、その

まちの商圏、要するに買い物のお客様ですね、

その８％がよそに流れた場合、もう危機的な状

況として早急に打開策を打たないととんでもな

いことになってしまうと言われております。本

市の場合、どのぐらいの商圏が山形とか仙台、
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よそのまちに流れているのかわかりましたなら

ば教えていただきたいと思います。 

○髙橋位典議長 商工課長。 

○永沢恒広商工課長 ただいまの御質問にお答

えいたします。 

 どの程度市外に買い物等が流出しているかと

いうことでございますけれども、直近の山形県

の買い物動向調査の結果によりますと、１番が

やはり山形市でございまして、８３％の方が山

形市で買い物をされていると、こういうことで

ございます。あと仙台につきましては２％程度

の方が買い物に行かれていると、こういう状況

でございます。以上です。 

○髙橋位典議長 佐藤昇議員。 

○１番 佐藤 昇議員 ８％でもう早急な対策

を打たなくてはいけないというのに、その経営

コンサルタントの方も、上山市は８０％を超え

ても全然動こうとしないというふうにすごく怒

っていらっしゃった。私もちょっとその数字聞

いたことがあるんですけれども、要するにカミ

ンに行きましても商店街に行きましても本当に

若い世代というのは見かけない。カミンができ

た当時、ファストフードのショップなんかもあ

ったはずなんですけれども、いつの間にかなく

なってしまいましたし、いろいろ店を出しても

結局次から次へとだめになってしまうという現

状があるわけなんです。 

 ですから、もっとステージなんかを使いまし

て、ぜひ若い世代が集まれるような企画ができ

ないのかということを提案させていただいたこ

とがあるんですけれども、その後カミンとして

どういった経営形態を変えるような努力をされ

たのかお尋ねします。 

○髙橋位典議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 カミンにつきましては、な

かなか厳しい状況にあります。これは市全体の

傾向でもあるわけでございますが、カミンにつ

きましては、まず環境の整備ということにつき

ましては、西側からカミンの１階に入れる通路

を新たに設けるということをしましたし、あと

今建設中でございますが、無料の平場の駐車場

をつくるとか、そういうことをやってきている

ところでございます。 

 また、商店の出店や撤退の部分でございます

が、ここには新たに職員を配置いたしまして、

できるだけ閉店された後の新たな商店の誘致、

あるいは個々のそれぞれの商店、店舗に対する

指導とか、そういうことをやっているところで

ございます。火曜日の安売りといいますか、そ

ういうときには駐車場に入れないくらいのお客

さんが来ておられるという状況にありますが、

平日となるとなかなかそこまでいっていないと

いう状況にあります。 

 そういうことで、組合の方ともいろいろ話し

合いをさせていただいて、何とか魅力ある、一

つのビルでございますので、一つの商店街にな

り得るわけでございますので、そういった形で

努力をしていただきたいということをお願いす

ると同時に、我々も一緒になって今いろいろな

方策を考えているところでございます。 

○髙橋位典議長 佐藤昇議員。 

○１番 佐藤 昇議員 やっぱりカミンにしま

しても、先ほど枝松議員の発言にもありました

けれども、空き店舗、シャッターが閉まった店

とか、カミンについても２階の子どもを遊ばせ

るスペースになっていますけれども、空いてい

るところたくさんあるんです。やっぱりもった

いない。 

 それでも何か始めたいという若者は結構いら

っしゃるんです。ですから、そういった若者に
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対しての起業塾といいますか、そういう起業の

チャンスなんかをどんどん与える、本当に新し

い形でのやる気満マンプランをぜひ進めていた

だきたい、本当にこれは要望させていただきま

す。 

 続きまして、保育園の問題なんですけれども、

本市のファミリー・サポートなどは七尾市でも

その話をさせていただきました。本当に七尾市

の福祉課の方でも上山市の取り組みというのは

ぜひ向こうでも参考にさせていただくすばらし

いやり方だということで感心されましたけれど

も、残念ながら訪問型の子育てにしても、ファ

ミリー・サポートにしてもどうしても穴という

のはあるんです。 

 利用してみたいという方につきましても、子

どもというのは、私も保育園に勤めていた経験

があるものですから、やっぱり新しく入ってき

た子どもというのはなれるまでに長くて１週間、

１０日ぐらいかかってしまうんです。 

 それぐらいに繊細な心理といいますか、その

心の状態があるわけなんですけれども、そうい

った子どもたちをきょうはだれだれさん、きょ

うはだれだれさんみたいな形でお願いする形と

いうのは、なかなか親にしてみれば都合がいい

のかもしれませんけれども、やっぱり子どもに

してみればどうなのかという、そういう問題も

あると思うんです。 

 だから、利用したいけれども、不安を感じる

親なんかもいるんです。ですから、健康福祉課

の方ではそういう要望がないといいますけれど

も、私のところにくる話では早出しなくてはい

けなくなって困ってしまっているんだとか、や

っぱりそういう話がどうしてもくるわけなんで

す。 

 ですから、食い違いは確かにあるのかもしれ

ませんけれども、やはりその辺で、今市長がい

ろいろな地区で車座ミーティングをやっていら

っしゃってすごく好評なんですけれども、ぜひ

今度はその車座ミーティングが一段落されたな

らば、今度はお母さんたちを対象にした車座ミ

ーティングなんかをぜひ実施していただきたい

んです。その辺もお伺いしたいんですけれども、

いかがでしょうか。 

○髙橋位典議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 今お話の出た車座ミーティ

ング５０カ所やらせていただくということでご

ざいますが、三十七、八カ所終わりました。そ

のほかにも、実は先般、旅館組合の青年部の方、

あるいは農家の方々の、いわゆる華の会の方々

とか、そういった方々とも車座ミーティングと

いいますか、話し合いをさせていただいており

ます。 

 そういうことで、いろいろなチャンスをとら

えていろいろな方々と話し合いをさせていただ

きたいと思っているところでございますし、そ

のほかにも若い方々だけということではござい

ませんでしたけれども、いろいろな会合の中で

そういった若い方々からのお話もお聞きしてお

りますし、そういった今一番悩んでいるといい

ますか、一番困っているところはどこなのかと

いうことを我々もきちっと受けとめさせていた

だいて、そして、それに向けた、あるいはそれ

を上回るような政策も展開していくべきだとい

うふうに考えておりますので、ぜひそういった

機会も設けさせていただきたいというふうに思

っています。 

○髙橋位典議長 佐藤昇議員。 

○１番 佐藤 昇議員 ちょっと余談になるか

もしれませんけれども、神奈川県の相模原市が

発表しているデータがあるんですけれども、そ
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れによると、女性の労働率が低ければ出生率も

低い。欧米諸国では３０歳代の離職率が低いの

に対して、日本では３０歳代の女性の労働率が

低く、それが出生率の低下を招いている。これ

は日本の女性が就業と出産、育児の選択を迫ら

れていると考えているというふうに提示されて

いるんです。 

 要するに欧米の場合はちゃんとした安定した

ラインを保っているのに、日本の場合は全体的

になりますけれども、Ｍ字型の曲線を描いてし

まって、３０代の就業率というのが、やっぱり

離職率がすごく高いということなんです。です

から、それが今の少子化を招いているというふ

うに相模原市のデータは示しています。そうい

った意味から、本市も同じだと思うんです。 

 私の方にそういう相談を寄せられた方という

のは一部の方なんですけれども、やはり働きた

くても結局子育てが大変でなかなか今の仕事に

ついているのが難しい。さっきの橋本議員の国

民健康保険の問題と同じように、そういった困

った人たちにぜひ耳を傾けていただいて、直接

市長が話を聞いていただきたい。そして、解決

していただきたいということをまずお願いしま

して、これも要望とさせていただきます。 

 お祭りに関してなんですけれども、やはりホ

オズキ、浅草のほおずき市へ参りまして、本当

ににぎわいというのはすばらしい、浴衣を着て

まちに出てもらう、先ほどの先輩議員の質問に

もありましたけれども、やっぱり浴衣を着て歩

く人というのはもう本当に本市の場合は観光客

しかいらっしゃらない。 

 そういった中で、市長が目指されている「ゆ

かたの似合うまち」というのはどういったもの

なのか、私もちょっと疑問を感じてしまいます

し、確かに食用ホオズキというふうに限ってし

まえば観光には、浴衣にはちょっと結びつかな

いというのは残念なんですけれども、みんな浴

衣を着て集えるようなお祭りというものは、本

当に花笠はなくなってしまいましたし、市民公

園周辺で行われるキャンドルナイトに市長はか

けられるみたいな話だったんですけれども、も

っと商店街の活性化ということを考えればほお

ずき市というのは、浅草なんかはそうなんです

けれども、１日、２日ではないわけなんです。 

 ですから、そういった意味からもみんなが楽

しみにして出られる。そして、農家の方にもそ

ういうノウハウを提供して差し上げられれば浅

草の場合は、前にも申し上げましたけれども、

江戸風鈴をつけて２，５００円なんです。あれ

はもう均一された値段なんですけれども、本当

に収益にも結びつくと思うんです。 

 私も去年ホオズキを育てましたけれども、そ

んなに特別手がかかるものではなかったという

ふうに感じましたし、そんな簡単なものではな

いのかもしれませんけれども、農家の方の収益

と、観光に結びつけるということから、あと市

民の方にも喜んでいただけると思いますし、そ

の辺ぜひもう一度お考えいただきたいと思うん

ですけれども、いかがでしょうか。 

○髙橋位典議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 祭り行事、ないよりはあっ

た方がいいと思います。ただ、祭りも物語性と

か、あるいはそこに由来があるとか、そういっ

たものでないと、よそ様がやっているからやり

ましょうという祭りでは、本当にどうなのかな

と基本的に思っています。 

 ですから、今説明の中で江戸風鈴という言葉

が出ました。やっぱり江戸、つまり東京には江

戸風鈴があるからそれがマッチングする、そう

いうことだと思うんです。ここで同じように風
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鈴をつけたってやっぱりどうなのかなという気

もします。 

 そういうことで、もう少し、私の名刺には三

つの祭り行事の写真が載っておりますけれども、

そういった昔からの歴史、伝統とか、あるいは

そこだけしかできないお祭りとか、そういうこ

とを大事にしながら、まずそれをいかに市民の

皆さんも理解、協力していただいて、まさに市

民が喜んで祭りをやるというようなことをまず

醸成していくということが大事だと思っており

ます。 

 そういうことで、このほおずき市もテレビで

よく放映されますけれども、今のところこのほ

おずき市についてはまだ考えていないといいま

すか、なかなか取り組めないという状況にある

と思っております。 

○髙橋位典議長 佐藤昇議員。 

○１番 佐藤 昇議員 別に今ホオズキにこだ

わるわけではないんですけれども、やはり本当

に活気がなくなってしまって、花笠まつりを再

開するというのは本当にどれだけ金がかかるか

ということを私も説明受けましたし、なかなか

難しいということも理解しました。 

 ですから、いかにコストをかけないで、そし

て、見栄えをよくするかと、ちょっと言い方は

失礼なんですけれども、そういうお祭りという

のもぜひ本当に観光課の皆さんとか、そういっ

た本当にそれこそ英知を出していただいて、ぜ

ひ何か浴衣を着てまちに出ていきたくなるよう

な、八幡神社のお祭りも以前ほどではなくなっ

てしまいましたし、若者が上山市に対して暗い

というイメージを持ってしまうと思うんです。

ですから、そういう盛り上がりなんかもぜひま

たつくっていただきたいと思います。 

 あと最後になりますけれども、かかし祭、ど

うしてもこれちょっとあきらめがつかないんで

す。例えば群馬県の太田市、ここではやぶ塚か

かし祭りというのをやっています。そして、茨

城県の常陸太田市、ここでは里美かかし祭りと

いうのをやっています。大きなところですと、

例えば神奈川県の海老名市なんかでも、あそこ

は田んぼ沿いにずっとかかしを展示するんです。

子どもたちに田んぼにかかしのある風景を残し

たいというコンセプトのもとで海老名市はやっ

ているんです。 

 インターネットでもごらんいただけると思う

んですけれども、すごい手の込んだかかし、昔

上山市のかかし祭に出品されたようなわら細工

を使ってもう何カ月も編んだようなかかしがた

くさん展示されているんです。それだけ盛り上

がり、でも、幸いにも何かいろいろなかかし祭

りを見た方のメッセージといいますか、あれを

見ると上山市のかかし祭が一番まちを挙げて取

り組んでいて楽しかったというコメントをいた

だいてほっとしたんですけれども、それも時間

の問題かなみたいなものを感じるんです。 

 やっぱりかかし祭は上山市の一大イベントな

わけですが、出品数も確かに減っているのが現

状だと思うんです。ですから、それを盛り上げ

る上からも分散して人の流れをつくりながら、

そのハイテクかかしって、何かちょっと変なふ

うにとらえられているかもしれませんけれども、

やっぱりどこもやっていないんです、これは。 

 ですから、ぜひ農家の方の実益も伴うような、

そして全国規模でマスコミの方が、きょうも取

材の方いらっしゃっているかもしれませんけれ

ども、全国放映されることによって、ことしか

ら何か山形県の方で、首都圏の方で何かコマー

シャルを入れると発表あったみたいですけれど

も、そんなお金をかけなくたってイベントを成



－５７－ 

功させれば取り上げてもらえるんです。 

 ロボコンじゃないですけれども、結局本当に

そういった新しい分野を進めることによって、

上山市のかかし祭の新しい形が出てくると思う

んですけれども、いかがでしょうか、市長。 

○髙橋位典議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 かかし祭でございますが、

以前と比べて、大作といいますか、そういうも

のも若干少なくなってきておりますし、何より

もやっぱり数が少なくなってきていると、これ

が祭りを継続していくための大きなネックにな

ってきているというふうに思っています。 

 そういうことで、去年から新たに対応を始め

まして、例えばいろいろな会社とか、あるいは

業界とか、そういうところにお願いをするとか

やってきておりますし、以前と比べて一番少な

いのが地域の子ども会とか、そういった地域、

いわゆる市民からの出品が非常に少なくなって

きているということでございます。 

 これは、つくること自体が本当に大変だとい

うことがあるわけでございますが、やはりそこ

は市民みんなで一人ひとりがという意識づけを

どういう形でやっていけるのか、どういう方法

が、どういうやり方がそういった市民の皆さん

の理解をいただいて一体でも多く出品していた

だけるのかなということを、去年はそういう対

応をさせていただきましたが、ことしもまた改

めてそういった形でいろいろ検討させていただ

きたいというふうに思っております。 

 とにかく、かかし祭あるいはカセ鳥、そして

上山城まつりのかごかき駅伝については、県内

はもちろんでございますが、全国放映されると

いうようなことで、大分県外の方からも電話も

いただきますし、それは無料で宣伝をしていた

だける効果が十分にあるわけでございますので、

そういったことも含めまして、今後どうすれば

そういう形で出品していただけるか、それをき

ちっと考えてまいりたいと思っています。 

○髙橋位典議長 佐藤昇議員。 

○１番 佐藤 昇議員 本当に老いも若きも地

域を挙げて、会社を挙げてぜひ盛り上げられる

ような、かかし祭にしてもそうですし、いろい

ろなまちづくりにしてもそうなんですけれども、

ぜひ市長のお力で何とか実現できるようにお願

いしまして、質問を終わります。 

○髙橋位典議長 この際、１０分間休憩いたし

ます。 

午後 １時５３分 休 憩 

                  

    午後 ２時０３分 開 議 

○髙橋位典議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 次に、２番石山正明議員。 

〔２番 石山正明議員 登壇〕 

○２番 石山正明議員 会派蔵王の石山正明で

あります。 

 通告に従い、順次質問をさせていただきます。 

 初めに、ふれあいのできる「まちづくり」に

ついてお伺いをいたします。 

 まず、現在の観光産業の現状について申し上

げます。 

 全国の温泉旅館、ホテルの倒産件数は、平成

２１年は１０９件、負債総額は１，１４９億円

にもなっており、平成２２年１月から４月まで

の件数は既に３４件、負債総額は約２００億円

となっておりますが、その主な原因は販売不振

となっているということであります。 

 上山温泉は、奥羽三楽郷とうたわれたことも

ありましたが、平成元年の入り込み客数７５万

６，０００人から平成２１年度の４２万６，０
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００人と４５％減少し、入湯税についても４

３％もの減収となっております。 

 また、温泉旅館数の推移を見ても、その数は

昭和４６年の４４軒から平成２１年には３０軒

と、１４軒もの温泉旅館が廃業をしております。 

 平成２１年度の入り込み客数は、７月から１

１月まで大河ドラマや「おくりびと」効果で、

対前年比で微増はしているものの、１２月から

１月までは１０％、歓送迎会のピークである３

月は約１５％、４月は１７％以上も減少してお

ります。 

 観光客数の減少の主な原因は、経済不況だけ

ではなく、テレビドラマ等の影響で、ＪＴＢ、

ＪＲ、近畿日本ツーリスト等のエージェントが

奈良や四国、西を向き始めたこと、また高速道

路網が整備され関東周辺が日帰り圏内になって

しまったこと、旅行形態が団体から家族、友人

形態に変わったことなど、多くの要因が多重債

務のように重なってしまったとのことでありま

す。 

 また、本年１２月に予定されている青森まで

の東北新幹線の延伸は、今後の山形県の観光振

興策に大きな課題を与えております。 

 このような状況の中、旅館組合、観光物産協

会が観光キャンペーン推進協議会と連携をしな

がら、さまざまなキャンペーン活動や企画商品

事業、催事事業を実施しているにもかかわらず、

減少の歯どめがかからない状況であります。 

 「以前は設備投資をすれば集客増に結びつい

たが、今は横ばいが精一杯なんだ」というある

旅館経営者の言葉には、先の読めない焦燥感が

あらわされております。 

 今年度「めでためでた♪花のやまがた観光

圏」が認定され、七市七町での観光客誘致活動

が展開されるわけでありますが、逆に言えば観

光地間の競争がより一層激しくなったと言えま

す。この競争を勝ち抜くためには、いかに魅力

あるまちづくりをするのか、市長が本年度の観

光物産協会の席で言われた、まさに「市の総合

力」が試されるのであります。 

 温泉旅館の減少は、本市の財政に大きな影響

を与えるだけではなく、まちの印象を暗くし、

飲食店や商店街にも多大な影響を及ぼし、まち

全体の活力をも失ってしまいます。 

 このような中、上山型温泉クアオルト事業は、

遠い道のりではありますが、新しい観光形態へ

の可能性と滞在型の観光客の増加につながると

期待をしております。特にまち中を歩くウォー

キングコースの設定は、まちのにぎわいを創出

し、市民と観光客とのふれあいの機会が多くな

るものと思われます。 

 まち中ウォーキングコースは、より楽しく散

策できるようなコースの設定、整備が重要であ

り、山岳コースとは違った景観づくりや官民一

体となったホスピタリティ（おもてなしの心）

の醸成が必要と考えますが、市長の御所見をお

伺いいたします。 

 次に、上山小学校周辺の将来構想についてお

尋ねいたします。 

 上山小学校は、さきに同僚議員が質問された

とおりさまざまな検討をなされているわけであ

りますが、上山小学校の将来構想において考慮

しなければならないのは、まず第１に教育環境

と児童数の推移であります。 

 現在の上山小学校は、新湯と湯町の温泉街の

間にあり、また通学路が狭隘で教育環境が果た

して十分であるかという問題であります。 

 今後の上山小学校の児童数の推移と通学状況

を見れば、現在、上山小学校に通学する児童数

は５４９名、１キロ以内の圏内から通学する児
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童は２４５名であり、半数以上が四ツ谷、旭町、

弁天、久保手等の北部地区からの児童でありま

す。また、今後の児童数の推移を考えた場合、

市の中心部は著しく減少し、北部地区と東部地

区が増加することが予想されます。 

 これは、四ツ谷、大石、弁天の各地区は、宅

地造成の余地が十分にあること、蔵王みはらし

の丘ニュータウンの分譲が平成２４年度より開

始されること、また仙石地区に大型店舗建築が

予定され、予定地区農地の農業振興地域除外の

検討を要請していることなどから、東町周辺の

人口増が予想されることなどの理由からであり

ます。 

 将来上山市を担う子どもたちには、自然豊か

な環境の中で伸び伸びと育ってほしいと思うの

はだれしもが思うことであります。このような

ことから、改築場所の選定については十分な配

慮をすべきと考えております。 

 第２に、今後のまちづくりを考えた場合、上

山城を核とした周辺の整備がぜひとも必要であ

るということであります。現在の上山小学校の

建築場所は、元来上山城の堀跡であり、その堀

跡は小学校の東側に一部を残し埋められたわけ

であります。 

 また、１８４０年、上山藩主松平信宝によっ

て建てられた藩校「明新館」は、１８７１年、

廃藩置県になるまで藩士のみならず一般庶民に

まで国家理念の教育を実践したとあります。 

 残念ながら廃止後宅地開発され、馬場や鉄砲

場はなくなり、橘家の奥に石積みの痕跡と「明

新館」の痕跡と史跡碑を残すのみとなっており

ますが、上山城から堀跡、明新館跡、武家屋敷

通りまで貴重な本市の文化的な遺産は再整備を

すべきであり、後世に語り継ぐには十分な価値

があると思われます。 

 市民会館、上山小学校周辺の広大な土地は、

温泉と歴史と文化を集約したリラクゼーション

スペースとして朝市や産地直売所、フリーマー

ケット等が可能な市民広場として、また上山小

学校にあるプールを利用したクアパークとして

など、さまざまな有効的な利用が考えられます。 

 以上のようなことを十分に配慮し、まちづく

り、観光振興の観点からも中長期的な大胆な将

来構想を考える必要があると思いますが、市長

の御所見をお伺いいたします。 

 次に、気候性地形療法の体験学習についてお

尋ねいたします。 

 本市で推進しております上山型温泉クアオル

ト構想は、新たな温泉保養地のあり方として今

後の観光振興にも大いにつながる魅力ある事業

であります。 

 特に、地形を生かした気候性地形療法のウォ

ーキングコースとして蔵王坊平、西山、葉山等

の多彩なコースが認定されておりますが、クア

オルト構想を学び自然豊かな認定コースを体験

することは、ふるさとを愛する心を育てるとと

もに、上山市の未来のセールスマンを育成する

ことができると考えますが、教育委員長の御所

見をお伺いいたし、質問といたします。 

○髙橋位典議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ２番石山正明議員の御質問

にお答えいたします。 

 初めに、ふれあいのできるまちづくりについ

てでありますが、観光につきましては、外的条

件に左右される部分が多く、近年の経済状況が

大きく影響し、本市においても例外ではありま

せん。また、観光ニーズの多様化により、その

まち自体を楽しむために訪れる方が増加してお

り、そこでの時間の過ごし方が大きな課題とな
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ってきております。 

 そのため、まち歩きを楽しんでもらう一助と

して、これまで武家屋敷通りの整備や黒板塀に

よる修景、長屋門ギャラリーの開設などの景観

形成を進めてまいりましたが、今後とも市民団

体や商店会と連携しながら、城下町や温泉街と

しての風情を感じられるように、蔵の保存や活

用など地域資源を生かした取り組みや、まち並

みに統一感を持たせる景観形成に努めてまいり

ます。 

 また、上山市を訪れた方々におもてなしの心

で接することは大変重要なことだと思っており

ます。観光事業に携わる皆さんの不断の努力は

もとより、市民に対しては、武家屋敷の紫苑庭

でのお茶の提供などの活動を紹介するとともに、

あいさつ運動の提唱や、観光客と市民が一緒に

なって歩く気候性地形療法を取り入れたウォー

キングなどの機会をとらえ、おもてなしの心の

大切さを広めてまいりたいと考えております。 

 次に、上山小学校周辺の将来構想についてで

ありますが、上山小学校につきましては、現在、

改築する方向で検討しているところであります。

小学校周辺につきましては、新湯、湯町の温泉

街、上山城や武家屋敷等の歴史的建造物、住宅

地や月岡公園など、長い歴史の中で培ってきた

多様なまち並みを形成しており、さまざまな歴

史、地域資源を生かし、活気あるまちづくりを

推進することが必要であると考えております。 

○髙橋位典議長 教育委員長。 

〔小関男教育委員長 登壇〕 

○小関男教育委員長 ２番石山正明議員の御

質問にお答えいたします。 

 気候性地形療法の体験学習についてでありま

すが、これらのコースは、現在市内小・中学校

において貴重な地域資源を活用した学習活動の

場となっております。 

 例えば蔵王高原坊平におきましては、その環

境を十分に生かした自然宿泊体験学習や競技力

向上を目指した体育学習など、また西山におき

ましては、ヒメサユリやホタルの観察などを中

心とした総合的な学習活動として実施されてい

るなど、複数の学校で毎年継続的に教育課程に

位置づけられております。 

 今後とも全国に先駆けた上山型温泉クアオル

ト構想について、発達段階に即して学習するな

ど、本市学校教育指導の方針でもある「地域を

愛しふるさとに誇りを持つ子ども」を育てる教

育活動の中で重視してまいる所存であります。 

○髙橋位典議長 石山正明議員。 

○２番 石山正明議員 御答弁大変ありがとう

ございました。 

 実は、先ほども上山市の観光の現状について

非常に厳しい現実をお話しいたしましたけれど

も、やはり４月を見ても、上山市の非常に大き

なホテルでさえも、実は前年度対比で２５％と

いう減少になっているわけです。 

 この厳しい状況を踏まえて、これは、私は官

民一体となってというようなお話を先ほど申し

上げたわけですけれども、やはり民が一生懸命、

同時に官の方も一生懸命やっていただかないと、

これはなかなかこのどん底というか、二番底と

いう状況だと思いますが、これを突き抜けると

いうのは大変厳しいような状況に今あるわけで

あります。 

 上山市の観光産業というのは市長は常々大切

な産業だということでお話をしているわけであ

りますけれども、この状況を踏まえて上山市長

としてこの観光産業について、今現在どういう

思いで今後どうしていくつもりなのかというこ

とを再度お伺いしたいと思います。 
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○髙橋位典議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 申し上げるまでもなく、観

光、農業は基幹産業だというふうに思っており

ます。観光につきましては、昨年度は三つの風

が吹いたというようなことで、よその観光地、

温泉地よりは下落率が少なくて済んだというお

話も聞いておりますが、先ほど議員のお話にも

ありましたように、ことしに入って大変下落が

進んでいる、そういう状況だとお聞きしており

ます。 

 そういうことではございますが、何とかして

この現状を打破していくということが大事なわ

けでございまして、一義的にはやはり旅館の経

営者、あるいは観光に携わる方々の努力という

ことが大事だと思いますし、我々もそういった

中で環境づくりの面でいかに、いわゆる宿泊客

の増加を図れるかということだと思います。 

 一つには、先般「恋人の聖地」というような

ことで認定を受けたところでございます。これ

は県内初でございますが、その中で、実は旅館

の若手経営者の方と御一緒したんですが、その

話では、いわゆる恋人の聖地プランというもの

をつくりたいというようなことでございます。 

 また、一方においては、猿倉に天然芝のグラ

ウンドもつくったというようなことで、今年度

のいわゆる合宿については、何とか市内の旅館

を活用した合宿をしていただきたいということ

で今進めておりますが、上山に来ていただいて、

そして旅館に泊まっていただけるような、周り

からの環境づくりというものは我々官の部分も

担わなければならないというふうに考えており

ますし、我々もそういった形で観光関係者の皆

さんと話し合いを進めながら、早急な対応・対

策を進めてまいりたいと考えております。 

○髙橋位典議長 石山正明議員。 

○２番 石山正明議員 大変理解ある力強いお

言葉をお聞きいたしまして、私どもとしても一

安心をしているわけであります。 

 この前若い人の集まりの中、こういう言葉が

出たんです。「まず自分のまちは否定するな。

なしてこんな暗いんだと否定するな。いや、私

たちのまちにはこういういいところがあるから、

だれか住むべというような、そういう逆の発想

でいかないと、まず否定からはいい発想は生ま

れないんだ」というようなことで、実は上山温

泉については、今３０代、４０代の若い人が３

代目、４代目ということで今一生懸命頑張って

おります。 

 そういう面で行政の方からバックアップをい

ただきながら、盛り上げていただければ大変あ

りがたいと思っているわけですが、今景観とい

うようなお話が出ましたので、その景観につい

て、整備について質問をいたしますけれども、

平成１９年３月に策定されました観光振興基本

計画という中で、風情漂う商店街景観整備事業

の推進というのがこの中にございます。 

 その中で、ポケットパークの整備、中心商店

街沿道の空き地等、オープンスペース等を活用

しながらポケットパーク云々かんぬん、上山城

の見えるポイントを生かした景観形成づくりと

いうようなお話があります。 

 今、この前十日町の一部分とあとはお城の前

の一部分、あとは石崎町の一部分については市

の方で買い上げていただいて、今後整備なさる

ということでありますけれども、実は今後中心

市街地活性化基本計画の中でもこれは関係ある

ことなんですが、これからクアオルト構想の中

で、まち歩きのコースをつくるというとなると、

実は十日町周辺も含めてシャッター通りが非常

に多いということであります。 



－６２－ 

 もう一つが、山に行ってもそうですけれども、

トイレがないんだ、トイレ貸してくれないか、

即貸してくれる場所がないんだというようなこ

とであります。特に、まちを歩く場合に、シャ

ッター通りが多いというようなことは、まちを

歩いていても楽しくはない。どうしても逆に暗

い気持ちになるような気がします。 

 これは一つの私の提案なんですが、シャッタ

ーを閉めている商店街は、これは話し合いをし

なければならないわけですけれども、一部分を

固定資産税と相殺する形でリースして、そこに

ポケットパークをつくることができないか。要

するに今シャッターが閉まっている部分につい

て、固定資産税をいただいているわけですけれ

ども、それとリース料を相殺する形でそこにポ

ケットパークをつくり、そこに憩いの場をつく

ることができないかなという私の提案でありま

す。ただ、申し上げますけれども、トイレの問

題については、まちの中を歩く場合は非常に困

難な面があります。この辺についてまち中コー

スを、まちを歩くコースを市長は今後つくると

いうような話がありますので、この点について

どういう対処をお考えなのかをお伺いします。 

○髙橋位典議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 まず、ポケットパークでご

ざいますが、これにつきましては、十日町、長

谷屋さんの向かいのところでございますが、こ

れを市で買い上げて、このたびの中心市街地活

性化基本計画も含めて、十日町の方々を含めて、

あの土地をみんなで話し合いをして、どういう

活用方法があるかということで、ぜひ知恵を出

し合っていただいて使っていただきたいという

ことで、地元には話をさせていただいていると

ころでございます。 

 御提案のシャッター街のポケットパーク活用

でございますが、ポケットパークが、例えば十

日町上・中・下とあるわけでございますが、そ

こにどれくらいのポケットパークが必要なのか

という議論もなされなければならないし、軒並

みポケットパークということはないはずでござ

います。その辺の位置なんかもあるわけでござ

いまして、そこは検討しなければならない一つ

の大きな課題かなと思っています。 

 もう一つ、トイレでございますが、これにつ

きましては、基本的には私は中心商店街活性化、

あるいはそれぞれの商店の活性化という面では、

ぜひそれぞれの商店のトイレを貸していただき、

公衆トイレを使わないで貸していただくことに

よって、お客さん、あるいは歩く方々とのコミ

ュニケーションが図られて、そうすると、人間

ですから、例えばお借りした後には何か買って

帰るとか、そういったものにもつながるのでは

ないかというような考えもありますので、そう

いった形で公衆トイレ等についてはそれぞれの

店のトイレを改修も含めて活用していただく。

それに対する我々の支援というものは当然考え

ていかなければならないというふうに、そんな

形で今考えているところでございます。 

○髙橋位典議長 石山正明議員。 

○２番 石山正明議員 ありがとうございまし

た。私が以前に提案しましたのはまちの駅とい

う形の中での一つの形づくりと思いますので、

ぜひ進めていただきたいと思っております。 

 それでは、次に２番目の上山小学校周辺の将

来構想について御質問いたしますが、先ほどち

ょっと私数字をずらずらと申し上げましたけれ

ども、上山小学校に通っている子どもの数、今

５４９名ということで、ことし生まれた子ども

たちが、６年生になったときに何人残るのかと

いうような数字については４１２名というよう



－６３－ 

な数字を示させていただきましたけれども、教

育委員会としてこの４１２名のうちの何名がど

の地区の方から通うのかというようなことにつ

いて、それについての将来的な人口の、子ども

たちの数の予想というのはしていらっしゃるの

でしょうか。 

○髙橋位典議長 教育委員長。 

○小関男教育委員長 具体的な数字でござい

ますので、管理課長の方からお答えいたしたい

と思います。 

○髙橋位典議長 管理課長。 

○佐竹康弘管理課長 お答えいたします。 

 平成２８年度における地区ごとの児童の分布

ということでありますけれども、推移表という

ことでとらえております。その資料については

つくっておりますが、各地区ごと全部というこ

とではなくて、およそ２０人以上の地区、町内

ということで申し上げたいと思います。 

 美咲町が４４人、それから四ツ谷が６６人、

旭町が５４人、弁天が３４人、金瓶が３２人、

朝日台が２４人という見込みでございます。 

○髙橋位典議長 石山正明議員。 

○２番 石山正明議員 ありがとうございまし

た。 

 子どもたちの数は、先ほど申し上げたように、

今本庁地区の数というのはだんだん空洞化して

おります。どうしても今北と東の方に子どもた

ちの数というのはどんどんこれから増加してい

くわけでありますけれども、この辺も踏まえた

形で今上山小学校の将来構想について、改築も

含めてお考えになっていらっしゃるのかをお伺

いいたします。 

○髙橋位典議長 教育委員長。 

○小関男教育委員長 大場議員の質問のとこ

ろでも申し上げたとおりなんですが、いわゆる

学校の設置につきましては、幾つかの条件があ

り、少なくとも検討しなくていけない視点があ

るわけであります。 

 そういうものの中にとりわけ通学の条件とい

うのをどう考えるかということは非常に大事な

要件でもあるわけですし、そのほか条件として

は幾つかあるわけであります。そういうものを

総合した形の中で進めていくというのが原則と

考えております。 

○髙橋位典議長 石山正明議員。 

○２番 石山正明議員 先ほどの大場議員の質

問の中で、今ＰＴＡ関係あるいは地区会長関係、

民生委員関係も含めて話し合いを進めていると

いうお話でございますが、この話し合いについ

ては、今後何回ぐらい、いつまで予定をしてい

らっしゃるのかお伺いいたします。 

○髙橋位典議長 教育委員長。 

○小関男教育委員長 具体的なことでござい

ますので、管理課長の方からお答えいたします。 

○髙橋位典議長 管理課長。 

○佐竹康弘管理課長 お答えいたします。 

 回数については２回、そして期限については

７月くらいまでにはしたいということでござい

ます。 

○髙橋位典議長 石山正明議員。 

○２番 石山正明議員 そうすると、私どもの

受け取り方としては、７月２回までで今後の方

針については決定するよというような受け取り

方になるわけですけれども、実は先ほどの大場

議員の質問の中で、教育委員長が答えた一番最

後の部分に、子どもたちについては、やはり安

心・安全な施設を提供しなければいけないとい

うお話がございました。それでは、今現在ある

上山小学校の敷地が安全なのか、安心なのかと

いう問題なのであります。 
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 というのは、御案内のように、上山城周辺は、

特に今の小学校敷地については堀跡、沼地でご

ざいました。古い方は御存じだと思いますが、

西校舎と本校舎、あるいは東校舎はこの沼の外

のへりに建っていたというのが状況です。 

 それで、今現在建っている一番南側の校舎と

グラウンドは沼であったというような、これは

この地図を見てもわかるわけです。今の二つの

校舎のうちの南側の校舎については、建築する

ときにパイルを打つのに、パイルが恐らく入ら

なかったというようなことで、非常に建築につ

いては苦労したというお話を伺っております。 

 そうすると、今現在、小学校の耐震構造につ

いて非常に危険な状態にあるから建て直しをし

なければならないということで、今改築等につ

いてお話をしているわけですが、今現在の位置

というのは地震に果たして安全なのかというこ

となんです。 

 地震に対して危ないのに、地盤がずぶずぶの

ところに校舎を建て直して、それで地震に対し

て安全なのかと、この辺の問題も含めて話し合

いをしているのかどうかをお聞きいたします。 

○髙橋位典議長 教育委員長。 

○小関男教育委員長 これまでの経過等も含

めまして、教育長の方から答弁いたしたいと思

います。 

○髙橋位典議長 教育長。 

○木村康二教育長 それでは、お答えいたしま

す。 

 先ほど大場議員の御質問に、現在のところ教

育委員会としてこうしますという案を決めたと

いうことは申し上げていないということはお話

し申し上げたとおりであります。その教育委員

会の考えを決めていく上でも一度お聞きをし、

今後２回目、３回目として、できるだけたくさ

んの方々からお聞きをした上で案として決めて

いきたいということであります。 

 その過程でもちろん今議員おっしゃった地盤

の問題なども含めた当該場所の状況、これが本

当に改築場所として適切であるのか、またただ

いま委員長が申し上げたとおり通学のこと、ま

たもう一つは、地域の文化財の話も先ほどいた

だきました。そういう意味で、文化財保護のか

かわりもございます。また、自然災害に対して

も大丈夫なところという観点も学校をつくると

いう意味では大事な観点かと思います。 

 いずれにしましても、ただ私どもが一番大事

にしているのは、今議員がおっしゃったとおり

耐震化にかかわってこの問題が発生しているわ

けですので、その改築を可能な限り急がなけれ

ばならないだろうということで、先ほど大場議

員のときにお答えを申し上げたわけでございま

す。 

○髙橋位典議長 石山正明議員。 

○２番 石山正明議員 場所の選定については

今検討していらっしゃるというようなお話です

けれども、これは市民の方々からの一部のお話

なんですが、この前地区会長会の中で、学校建

築については現在の場所に進めるんだというよ

うに聞こえているよと。これは地区会長会の

方々からのお話でありまして、今教育委員会の

方ではその建築場所について検討しているとい

うお話でございますけれども、実は、これは言

葉を悪く言っては大変失礼なんですが、今進め

ている上山小学校の改築問題の場所について、

改築の方法について地区会長、あるいはさまざ

まな方々とのお話し合いを、あそこに建てるた

めのアリバイづくりにしてはいけないというこ

となんです。 

 あそこに建てるという原案を持っていながら、
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そこを埋めるためにさまざまな話し合いを進め

て、結局あそこに建てましたというようなこと

があってはならない。本当に子どもたちの環境、

あるいは通学問題、教育問題、これも含めてあ

の場所が本当にいいのか、ほかの場所がいいの

かということを、上山市の学校を建てるという

ことは、市長も先ほど金もかかるんだよとお話

をしていました。やっぱり金がかかることはわ

かります。 

 けれども、子どもたち、上山市の将来を担う

子どもたちに豊かな環境の中で教育し育っても

らうということは、私ども大人としての義務で

あります。ですから、その上山市の今の財政が

非常に厳しい、それは十分に承知をしておりま

すけれども、やはり子どもたちには金を惜しま

ず、将来の上山市を担う子どもたちのためにお

金を使うべきだと私は思っております。 

 そういう意味で、今の場所にこだわるという

ことではなくて、上山市の２０年、３０年後、

先ほど大場議員の方からお話がありましたが、

中川小学校と恐らく将来については統合になら

ざるを得ないだろうと、人数等の関係も、これ

も踏まえて上山市の子どもたち、上山市の学校

の将来について、やはり長期的に考える必要が

あると思いますが、最後に市長の御所見をお伺

いします。 

○髙橋位典議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 今回の上山小学校の改築に

つきましては、いわゆる耐震診断の結果出てき

た新たな課題でございまして、我々としてはこ

の審査を行う前は大丈夫だろうと考えておりま

した。ましてや何年前かはちょっと記憶してご

ざいませんが、少なくとも六、七年前あたり、

６億円ぐらいかけて大規模改修も実施したとい

うことですから、安全な学校だという認識はし

ておりました。 

 しかし、こういうことで耐震化工事をしても

だめだということでございます。そういう中で、

実はこの小学校につきましては、以前、質問の

項目にありましたように、湯町、新湯、いわゆ

る温泉街の発展があの学校教育施設があること

によって阻害されていると。そういうことで、

小学校移転という話が出ました。そういう中で

議論を重ねた経緯もありますので、ここは経済

界を含めて地元の方とか、いろいろ関係者の

方々に話し合ってもらおうということで、今回

は話し合いをしていただいたところでございま

す。 

 しかし、おっしゃるとおり子どもには金をか

けるということは基本的には間違いないと思っ

ております。しかし、同時に、この学校につい

てはいつ地震が起きるかわからないという前提

の中で、できるだけ早くこういった危険な校舎

で学ぶことを防がなければならないという大前

提があります。将来構想は将来構想なんです。 

 しかし、そこを我々はまず改めていくという

ことが、より求められていることがまさにそこ

なわけでございまして、そういった形からいけ

ば、今までの経緯を踏まえていくならば、これ

からのことを考えていくならば、当然先ほどの

数値に基づいた将来構想、それもやっていかな

ければならないと思いますが、果たして土地を

新たに求めて土地交渉をして、それで何年かか

るんだということだってあるわけですから、そ

ういったこともやっぱり総合的に考え、あるい

はいろいろな意見を聞いた中で、そしてできる

だけスピーディーにどういう形で子どもたちの

安全を守ることができるかということもあわせ

て考えなければならないのが上山小学校の改築

だというふうに理解しております。 
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○髙橋位典議長 石山正明議員。 

○２番 石山正明議員 ありがとうございまし

た。 

 市長のただいまのお話の中にスピーディーに

というお話がありましたが、スピーディーにと

急ぐばかりで地盤の危ないような、子どもたち

の安心・安全が危ぶまれるようなところには再

改築をしないようにお願いを申し上げまして、

質問を終わります。ありがとうございました。 

○髙橋位典議長 次に、５番尾形みち子議員。 

〔５番 尾形みち子議員 登壇〕 

○５番 尾形みち子議員 会派たかまき、５番

尾形みち子でございます。 

 通告に従いまして、順次質問をいたします。 

 今回は、環境美化の諸施策についてでござい

ます。 

 ７月１日に二市二町が家庭ごみの有料化とい

うようなことで、とてもタイムリーだというこ

とで質問をさせていただきます。 

 最初に、市民の一斉清掃日の設定についてで

あります。 

 ６月は、環境省が提唱する「環境月間」であ

ります。また、あすですけれども、６月５日は

環境基本法で定められている「環境の日」でも

あります。全国各地で行政、民間事業者、市民

団体が一体となり、さまざまな取り組みが展開

されております。 

 私も過去環境美化等で２回質問をしておりま

すが、この間、平成１９年度には上山市ごみ処

理基本計画が定められ、平成２０年９月には

「ごみゼロかみのやま 市民行動宣言」が議決

されております。そして、その行動として、同

年１０月１日にごみ減量のため、レジ袋無料配

布を中止し、おさがりボックスの設置、そして

水切り器配布と取り組まれております。 

 しかし、上山市をきれいにする日としての市

民行動を望む声には、行政はまだこたえており

ません。多くの貴重な観光資源を市民がみずか

らの手で守るという、ごみのない快適な環境を

市民は強く望んでおり、訪れた旅人にも心地よ

いということを望んでおります。 

 さて、各地で５月３０日を「ごみゼロの日」

にする取り組みが実施されていますが、先進地

の長野県小布施町では、こちらもごろ合わせで、

「市（いち）－ごみ－ゼロ」運動として１５日

と３０日の月２回、町民が一斉に清掃活動を実

施しております。私も以前会派で視察をしてお

り、大変好印象であります。 

 この際、本市の環境美化の目的で「市民一斉

清掃日」を設定することについて市長の見解を

お伺いいたします。 

 次に、家庭系ごみ有料化に伴う検証について

であります。 

 いよいよ来月ですけれども、７月１日よりご

み有料化が始まります。有料化に伴う説明会が

全地域で開催されておりまして、多くの市民は

自分の家計にかかわることなので関心度は高く、

延べ５，１００人余りの市民が参加されたと聞

いております。 

 そこで何点か関連施策について検証をお願い

いたします。 

 今、市民の心配は、最初の収集日となるごみ

収集日に混乱が発生しないかということ、そし

て地区の隣組長さん初め多くの方が心配をして

おります。特に、説明会不参加の市民、または

高齢者世帯、そしてひとり暮らし、障害者世帯

などにきめ細やかで丁寧な対応が必要であると

考えます。 

 市民税非課税世帯などへのごみ袋支給を今回

はしているとありますけれども、今後、ごみ袋
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支給だけでなく、ごみステーションに運べない

方、または今回の有料化だけでないでしょうけ

れども、そのために家にごみをためてしまう方

がふえることが予想されますので、福祉施策も

含めてその対策を考えておられるかお伺いしま

す。 

 また、さらなるごみ減量のために、市民の啓

発、そしてエコ学習、環境フォーラム、フリー

マーケット、リサイクルへの支援等々、行政の

果たす役割は大変重要であると考えます。また、

ごみ減量につながる生ごみ処理器普及のために

も、周辺市町との補助の額、内容を統一すると

いうことも必要ではないでしょうか。 

 生ごみの減量に役立つ生ごみ処理の補助事業

では、各種の生ごみ処理器を庁内に展示、実演

するなどの実際に見せることで意識啓蒙を図る

必要があると考えます。 

 ごみ袋有料化に伴い、今後手数料または収入

の使い道を明確にし、収支予算は市民に明らか

にするという考えがきちっとなされているかお

伺いいたします。 

 次に、不法投棄対策についてであります。 

 不法投棄というと、一般的には山の中やダム

の周辺、河川など人目につかない場所に捨てら

れている大型ごみ、産業廃棄物と想定しがちで

ありますが、実は人目につく場所に捨てられて

いる空き缶、ペットボトル、犬のふん、たばこ

の吸い殻、自転車、タイヤなど、もちろん家庭

ごみも不法投棄されています。私の住む金生で

も実際に市道、県道、国道、こちらの方にもご

み、空き地や田んぼ、畑の中にも後を絶たない

というのが現状であります。 

 住民の方でも毎日周辺のごみを拾う方もいま

すが、ごみ捨てとのいたちごっこで何らかの対

策を講ずる必要があるという声が届けられてお

ります。不法投棄に適用される罰則規定があり

ますが、環境美化推進強化のためにも不法投棄

や犬のふん等を含め、現状をどう認識されてい

るか市長にお伺いいたします。 

 また、不法投棄が常習化されている場所、市

でももちろん把握していると思います。看板な

どを設置し、監視員のパトロールもしているよ

うですが、１年３６５日を巡回することは現実

には不可能であります。そこで、監視カメラの

設置を図ることも抑止・防止に効果があると考

えます。既に試行的に監視カメラを使用してい

るということもお聞きしましたが、今後の監視

カメラの設置について市長にお伺いいたします。 

 次に、上山市ポイ捨て等防止条例の制定につ

いてであります。 

 この数年、散乱防止のため全国各地の自治体

で環境美化の目的で「ポイ捨て等防止条例」が

制定されております。市によっては違反すると

２万円以下の罰金を科せられ、市民へのポイ捨

てに対する警告になっていると聞いております。 

 これまで本市は、市民一人ひとりのモラルの

向上やマナーとして定着する啓発活動を初め、

ごみゼロ宣言の市民行動として、ごみのない豊

かで美しい環境を次世代に引き継ぐため、環境

美化運動を展開してきました。 

 しかし、一方では、住民の高齢化に伴い清掃

活動をするにも支障を来す現状もあります。ま

た、先月の市報では、犬のふんの後始末の飼い

主へのマナー啓発記事を見つけております。察

するに、マナー違反が多くあり、苦情が寄せら

れている状況だと思われます。 

 残念ながら主要道路を初め空き地や側溝、そ

ういったところへのたばこの吸い殻、空き缶、

犬のふん、ペットボトル、家庭用のごみ等のポ

イ捨ては後を絶たないという現状もあります。 



－６８－ 

 この際、市民の良識あるモラルに期待したい

ところですが、７月からのごみ有料化はポイ捨

て等を増加させるのではないかと心配になりま

す。本市でも美しいまちづくりを推進するため

に、「ポイ捨て等防止条例」で対応するときか

と考えますが、市長の見解をお伺いいたします。 

 次に、環境教育の取り組みについてでありま

す。 

 最初に、本市小・中学校での環境教育の取り

組みの現状を教育委員長にお伺いいたします。 

 私たちの生活するこの日本は、戦後、大量生

産、大量消費のもとで発展してきました。生活

の豊さと利便性を求めた反面、地球温暖化を初

め、地球規模の環境問題や廃棄物の散乱増加と

自然環境の悪化など、多くの問題が指摘されて

おります。将来にわたって良好な環境を維持す

ることが難しい現代であります。 

 省エネ、リサイクル、物を大切にする、ごみ

を出さないなど、環境に配慮することが正しい

理解や環境保全の意識を身につけ、みずから考

え解決する力が必要になります。そこで、正し

い理解と環境保全意識を身につけ、取り組む人

を育てていくことが必要であると考えます。そ

のためにも、環境教育の果たす役割はますます

重要になっています。 

 さて、国においての環境教育は、自然、公害

を中心に進めた経緯があります。平成５年には

環境基本法が制定され、平成１５年には環境保

全活動・環境教育推進法が制定されています。

将来にわたって良好な環境を保全し、循環型の

地域社会を形成するためにも、環境教育を具体

的に進めていく必要があると考えます。 

 子どもたちに現状を知り学ぶこと、生き方を

見直すこと、行動し実践に踏み出すことを教え

ていくことが大切だと考えます。 

 さらに、学校での環境教育で身につけた知識

を活用し、家庭や地域において環境に配慮した

活動、廃品回収、資源回収、ごみ拾い、分別な

どに取り組み、学校と家庭、地域が連携するこ

とができれば学習の場を広げることになると考

えます。これからの環境教育の重要性と教育委

員長の見解をお伺いし、質問といたします。 

○髙橋位典議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ５番尾形みち子議員の御質

問にお答えいたします。 

 初めに、市民一斉清掃日の設定についてであ

りますが、きれいなまちは市民だれもが望むも

のであります。これまで地区衛生組合が主体と

なった環境美化運動や「側溝いっせい清掃活

動」、県民運動として実施されている「河川一

斉清掃」等、長年にわたって実施しております

が、これらの市民活動は、地域の美化のみなら

ず環境意識の高揚に大きく貢献しております。 

 地域に根ざした住民参加の清掃活動は、それ

ぞれの地域の実情に応じて展開されることがよ

り効果的であり、特定の日を定めることより、

むしろ実施主体が自主的に計画・実践し、行政

が支援するという「協働のまちづくり」として

取り組むことがより実効性が高いと考えており

ますので、今後とも既に定着している既存の活

動を継続的に支援してまいります。 

 次に、家庭系ごみの有料化に伴う検証につい

てでありますが、住民説明会に参加できなかっ

た市民にも情報が周知されるよう、６月１日か

ら７月１５日にかけてテレビ・ラジオによる広

報や新聞広告の掲載を行うほか、各地区衛生組

合長の協力を得て、ごみ集積所への周知用張り

紙の掲示や市報への掲載等により周知の徹底を

図ってまいります。 
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 ごみの排出が困難な世帯の対応につきまして

は、本市では、要介護認定を受けている市民に

対して、訪問介護サービスにより、ヘルパーが

ごみの分別や指定されたごみ集積所へのごみ出

しの生活援助を実施しております。また、本年

度から新たに高齢者一人世帯などで粗大ごみを

搬出できない世帯に対し、一定額を助成する

「ニコニコごみ出し支援事業」を実施いたしま

す。 

 さらなるごみ減量のための市民への啓発につ

きましては、今後とも広報紙への掲載や出前講

座、環境フェアの開催等により、だれでもでき

る具体的な手法を提起しながら広報啓発を行っ

てまいります。 

 生ごみ処理容器等のあっせん事業につきまし

ては、生ごみの削減に高い効果が期待されるこ

とから、昨年度より購入補助額を増額し、より

求めやすい金額として普及に努めておりますが、

現物を庁内に展示することにつきましては、実

施する方向で検討してまいります。 

 有料化による手数料収入とその使途につきま

しては、随時、市報等でお知らせしてまいりま

す。 

 次に、不法投棄の対策についてでありますが、

不法投棄には、山林等に捨てる確信犯的な行為

と、空き缶などのいわゆるポイ捨て行為があり

ますが、これらの行為は、総じて一部の人の社

会規範意識の低下に起因しているものと考えて

おります。 

 一方で、地域美化活動や身近な道路を自分た

ちの手で美しくしようというマイロードサポー

ト事業など、市民ボランティアによる清掃活動

も展開されていることから、市といたしまして

は、こうした活動を支援しながら、より多くの

市民の地域活動への参加と社会規範の向上に努

めてまいります。 

 なお、監視カメラの設置につきましては、大

きな抑止効果は期待できないものと考えており

ますので、今後とも衛生組合と連携した監視体

制の強化やきめ細かなパトロールを中心とした

防止策を実施してまいります。 

 次に、上山市ポイ捨て等防止条例の制定につ

いてでありますが、罰金刑条項を持つ条例の制

定は、一定の警告になると予想されますが、ご

みの投げ捨てやペットのふんの処理などの基本

的な対策は、市民一人ひとりの自覚と日常的な

実践にあるものと考えております。 

 そのため、当面は、啓発活動を推進するとと

もに、美化運動の実施や看板設置など、地区会

や衛生組合と連携を強化し、一体となった事業

を展開しながら、社会規範の向上に努めてまい

ります。 

○髙橋位典議長 教育委員長。 

〔小関男教育委員長 登壇〕 

○小関男教育委員長 ５番尾形みち子議員の

御質問にお答えいたします。 

 環境教育の取り組みについてでありますが、

本市学校教育指導の方針にも位置づけ、各学校

の教育課程の中でも実施しております。 

 小学校におきましては、社会科の学習で、廃

棄物の処理と自分たちの生活とのかかわりにつ

いて学習しております。特に、社会科副読本

「わたしたちの上山市」では、本市の現状につ

いて取り上げ、子ども自身の生活の見直しも視

野に入れた学習をしております。 

 また、中学校におきましては、社会科や家庭

科などの時間を中心に学習し、生徒会活動とし

ての取り組みも進めております。今後ともこれ

までの実践を踏まえながら、環境にかかわる学

習活動をより一層重視してまいりたいと考えま
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す。 

○髙橋位典議長 尾形みち子議員。 

○５番 尾形みち子議員 市長、御答弁ありが

とうございます。 

 大変皆さんごみ減量についてはとても関心が

あるというふうに思っておりますけれども、７

月１日からの有料化に伴って、とにかく７月、

８月、９月、今も暑い日が続いているわけです

けれども、ごみの悪臭、そういったものがかな

り、これは一斉に有料化のごみ袋を使用すると

いうのがもちろん建前なんですけれども、指定

袋を使わずに残されてしまう、そういった場合

は当然そのままにされてしまうという現状があ

ると注意書きをしているんですけれども、この

辺のところ、そしてこの二、三カ月はテレビ、

ラジオ等でもっともっと啓発していくというこ

とですけれども、この混乱を予想されるときに

何か対策を講じているのか、残されたごみに対

して、結局二、三カ月は猶予を持って片づけて

いただけるというようなこととか、それとも、

また同じように無理だということで回収するこ

とができないというようなマークをつけるのか、

その辺のところもちょっとお聞きいたします。 

○髙橋位典議長 市民生活課長。 

○舟越啓喜市民生活課長 お答えいたします。 

 ７月１日からいわゆる有料化が始まり、ごみ

の有料化に係る袋で出すということになります。

もちろん６月末から１日にして出し方が変わる

ということになりますので、当然混乱が予想さ

れております。 

 そのために、地区を回ってスムーズに移行さ

れるようにお願いをしてきたところでございま

す。先ほどお話のありましたように、欠席者の

方もありますので、さまざまな手法で周知を図

ってまいりたいという大前提で取り組んだとこ

ろでございます。 

 さて、間違った出し方をした場合の猶予期間

を設けるのかということでございますが、いわ

ゆる猶予期間を設けるということは、ずるずる

とどこまでも浸透していかない。いつかの段階

で切らなければならない。それはどの段階でも

同じだという前提に立ちまして、これは我々も

検討したんですが、７月１日から、そこでルー

ル違反として出てきたものは、回収はしません

という姿勢をとっていきたいというふうに考え

ております。 

 ただし、残ったものをどうするのかという問

題ですが、それは従来どおり量によっては地区

の方々に、衛生組合、あるいはその隣組の方に

分別をお願いしたいというような前提でありま

して、その際の分別に係るごみ袋、これについ

てはボランティア袋ということで、市の方から

無償で提供したいと考えております。 

 同時に、もし本当に錯綜して大量のごみが１

カ所に集中して残ってしまったというような事

態があれば、これはそのケースによりますけれ

ども、市の方で何とか対処をする手だても考え

ていきたいということで、二段構えで対応して

まいりたいというふうに考えます。 

 いずれにしても多くの市民から理解をしてい

ただいて、スムーズな移行を進めていきたいと

考えておりますので、よろしくお願いを申し上

げます。 

○髙橋位典議長 尾形みち子議員。 

○５番 尾形みち子議員 対応策がわかりまし

たので、混乱はあったとしてももう市民にサポ

ートしていくという原則は守られていると思い

ますので、安心しました。 

 それでは、不法投棄対策について市長にお伺

いいたします。 
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 抑止力ということで、監視カメラを設置する

ことはないと、そういうことであったと思うん

ですけれども、市街地に住んでいる私の親戚の

者から、テレビのデジタル化、そういったこと

で、かなりのがけ地だったんですけれども、そ

ちらに３台ぐらい捨ててあったというふうな情

報を聞きまして、私も見に行ったんですけれど

も、結果的にそこは看板が立ってないという、

ポイ捨て、不法投棄だめだけれども、看板がな

かったので、そういう看板設置をぜひしてほし

いという依頼と、それから、今後かなりたくさ

んの不法投棄を予想される場所、そういったと

ころを市報等で情報を提供するなんていう考え

があるのかどうか。 

 あと、監視カメラが値段高いというようなこ

とを聞きまして、およそ何十万円というような

ことも聞いたんですけれども、ダミーという方

法もあるので、そういったことも考えの中にあ

るのかどうか、それも市長にお尋ねいたします。 

○髙橋位典議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 不法投棄、今回の有料化に

よって危惧されるということは十分予測される

ことだというふうに思いますし、我々もそれに

対して力を入れて防止をしていかなければなら

ないというふうに思っております。 

 看板設置でございますが、これにつきまして

は、何カ所か具体的にはわかりませんけれども、

やっていることだというふうに思っております。

ただ、捨てる方というのは本当に看板あるなし

にかかわらず捨ててしまう、あるいは新たなと

ころが捨て場所になっているというようなこと

もあるわけでございまして、先ほど答弁させて

いただきましたように、監視体制というものを

より強化していかなければというふうに思って

おります。 

 監視カメラの件でございますが、これにつき

ましては、いろいろ現場で検討したところでご

ざいますが、カメラの値段が高い、安いという

こともあろうかと思いますが、それよりも何よ

りもどこが、例えばここが、いわゆる不法投棄

の場所だと限定できないわけでして、いろいろ

なところに捨てられるというようなことで、そ

れではどこに設置すればいいのか、ダミーとい

う話も出ましたけれども、どこに設置すればい

いのかとか、あるいは費用対効果とか、そんな

ことをいろいろ検討させていただいた結果、や

はりカメラの効果というのは余り期待されない

のではないかというようなこともありまして、

先ほど申し上げましたような形での防止策を進

めていくということに、今の段階では考えてい

るところでございます。 

○髙橋位典議長 尾形みち子議員。 

○５番 尾形みち子議員 監視カメラに関して

は大変わかりました。 

 次に、環境教育の方をお尋ねいたします。 

 以前私が小学校のＰＴＡのときは、たしか小

学校も資源回収という、これは環境教育につな

がるということでお尋ねするわけですけれども、

今どことは言いませんけれども、小学校の廃品

回収等々が、子供会はやっていても小学校の実

践活動ということではやっていないという現状

があるんですけれども、この辺の普及、そうい

ったことをこれからやられるかどうか、お尋ね

いたします。 

○髙橋位典議長 教育委員長。 

○小関男教育委員長 具体的なことですので、

学校教育課長の方からお答えいたします。 

○髙橋位典議長 学校教育課長。 

○佐藤俊一学校教育課長 それでは、廃品回収

の取り組みについて申し上げます。 
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 現在、廃品回収に取り組まれている学校、ほ

とんどの学校があるのですけれども、中には一

部取り組まれていない学校もございます。理由

がございまして、学区の中に何地区かあるわけ

ですけれども、その地区の中に児童がいないと、

さらにお父さん、お母さん世代もなかなかいな

いという地区がありまして、そのような学校に

おきましては、一斉に廃品回収を行うことが困

難となっているような状況でございます。 

 ただ、現在学校から聞いているところにより

ますと、このたび市でも補助金を増額している

というようなこともございまして、新たな取り

組みを検討しているというところでございます。 

○髙橋位典議長 尾形みち子議員。 

○５番 尾形みち子議員 ということは、今後

も普及活動啓発に努めるというようなことの理

解でよろしいんでしょうね。もう一つ聞きます。 

 その環境教育という中で、中学校で取り組ま

れたというふうなことを前回同僚議員が話して

いましたペットボトルのキャップ、それから空

き缶のプルタブとか、そういった実践活動がと

ても自分たちの意識高揚に役立っているという

ようなこともありますので、その取り組み、助

成金を上げたから小・中学校の以前してなかっ

たところからもそういう要請があるというよう

なことじゃなくて、こちらから働きをかけると

いうようなことでよろしいんでしょうか。その

点について聞かせてください。 

○髙橋位典議長 学校教育課長。 

○佐藤俊一学校教育課長 文部科学省の白書に

おきましても、環境教育、環境学習の推進とい

うことは大きくうたわれております。その中で、

段階といたしまして、まず一つに学ぶというこ

と、二つ目に実感するということ、三つ目に実

践するということが大事であろうというふうに

思われます。 

 まず、学ぶということに関しましては、すべ

ての学校で取り組まれております。また、実感

するという部分に関しましては、各学校のクリ

ーン作戦、またはビオトープの設置、栽培活動

などにおいて取り上げられております。そして、

最後実践するという部分になりますと、学校の

みの取り組みというよりは、ＰＴＡの皆様、そ

して保護者の理解、そして地域としての活動と

いうことが極めて重要になってくると思われま

す。 

 そのようなことから、学校のみならずＰＴＡ

等に働きかけまして、地域ぐるみでこのような

実践の場を設けていくように配慮してまいりた

いと思います。 

○髙橋位典議長 尾形みち子議員。 

○５番 尾形みち子議員 環境教育、イコール

子どもたち、そして家庭の中に波及していくと

いうことがとても大事だというお答えだったと

思うんです。今後もやはり快適な上山市をこれ

から環境教育の中で、大人として成長していく

上で最も大事だというようなことも今お話しさ

れましたので、ぜひ今後もその環境教育は進め

ていただきたいというふうに考えております。 

 あと市長ですけれども、一斉清掃は、これは

行動宣言をしたのでということなんですけれど

も、今後もこれから有料化に向けてどういうふ

うなごみの減量化が進むかということも、もち

ろんマナーの啓発も大事でありますので、その

辺も一斉清掃のこと、ぜひ御検討いただきます

よう要望いたします。以上で質問を終えます。 

○髙橋位典議長 この際、１０分間休憩いたし

ます。 

午後 ３時２３分 休 憩 
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    午後 ３時３３分 開 議 

○髙橋位典議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 次に、６番五十嵐秀夫議員。 

〔６番 五十嵐秀夫議員 登壇〕 

○６番 五十嵐秀夫議員 議席番号６番、会派

蔵王の五十嵐秀夫であります。 

 今回は上山の振興策についてお伺いいたしま

す。 

 初めに、３年半の横戸市政を振り返って、ま

ずクアオルト構想についてお伺いいたします。 

 気候性地形療法、いわゆるクアオルト構想に

つきましては、「人々の健康」をテーマに新し

い温泉保養地の姿を創出しようと、重点施策と

して横戸市長が進めてこられたものであります。 

 市長として就任されて以来、この構想を唱え

続けて、認定された西山、葉山、蔵王高原坊平

などのウォーキングコースの整備、案内板の設

置、クアオルト指導員や専任ガイド養成講習会

の実施、モニターツアーによる誘客活動など多

様な取り組みを行ってまいりました。 

 今毎日早朝のウォーキングに始まり、週末や

祝祭日には多くのウォーカーが複数の認定コー

スで自然を楽しみながら歩いております。そし

て、こうしたことによって観光や農林業につい

ての学習、食育と健康など、各分野に及ぶ多面

的な機能についても十分に発揮されるものと思

います。 

 そこで、それらのことを踏まえ、これまでの

実績と成果・効果についてウォーキングによる

医科学的な検証結果のデータなどがあれば、そ

れも含めてお聞かせください。 

 次に、商工業活性化推進対策事業についてお

伺いいたします。 

 市長就任以来、横戸市長ならではの数々の施

策を実施してこられて、それらの評価もますま

す高まりつつあると思っております。 

 市内の商店街においては、プレミアム付共通

商品券の発行により、市民の購買力も高まり、

商業者の皆さんも喜んでいる声が聞かれます。

一方で、一店逸品開発推進事業では、今のとこ

ろ余りそれほどの効果は出ていないように私自

身受けとめておりますが、これらについて現時

点での成果について伺います。 

 それから、中心市街地活性化基本計画を推進

するに当たって、まち中のハード整備の方法と

して市長は、国土交通省が承認する都市再生整

備計画による「旧まちづくり交付金」の活用を

想定されているようでありますが、その進捗ぐ

あいと見通しについてお示しください。 

 次に、住民意思合意形成システムについてお

伺いいたします。 

 私は、「行政の日々の仕事とは、広報広聴活

動を繰り返し行って合意形成を図りながら身近

な行政サービスを提供することである」と考え

ております。そういう意味において、本市の広

報紙は内外での評価も高く、行政運営に大いに

役立っていると思っております。 

 現在、市内各地区において「市長と語る車座

ミーティング」がきめ細やかに実施され、住民

意思合意形成を図っておられることについて、

広聴活動のすぐれた方法であると高く評価をす

るものであります。今回実施されている車座ミ

ーティングにおいて、市長は、多くのさまざま

な職業の人たちと直接話し合い、要望を受けた

り、逆に市長の意思をじかに市民に伝えてきた

ことと思います。 

 そこで、市長就任３年半を振り返りつつ、こ

れまでの事業を通して、さらにこの広聴活動を

通じて勉強されたことでよかった点、あるいは
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不足を感じた点などについてお聞かせください。 

 そして、これを住民意思合意形成システムと

して確立させるためには、今回出された要望や

提言などを住民の声として広報紙で公表しなが

ら、もうこれは既に市報として出されておりま

すが、毎年繰り返して行うべきと考えますが、

御所見をお聞かせください。 

 次に、民間の支援団体による助成金等の活用

についてお伺いいたします。 

 近年、まちづくりや地域おこしなどの活動に

対して、民間の支援団体もふえ続けております。

例えば日本青年会議所がまちづくり市民財団を

創設して、市民がまちづくりを行いやすい環境

づくりとそれに取り組む人たちの応援をする財

団として活動を始めております。 

 これまでのような「事業に対する助成」とい

う考え方から、「人や組織や運営に対する助成」、

「複数年の助成」、「資金以外の応援」というふ

うに変わってきており、新しいまちづくりの風

を起こしつつあるようです。このような支援制

度は大いに活用すべきであると考えます。 

 しかし、希望する団体がこのような支援制度

を活用したいと思っても、選定・採用されるた

めには専門的な知識が求められると同時に、書

類作成能力などのノウハウ・テクニックが重要

になってきます。ここでつまずくとそこから先

へは進めなくなり、助成を受ける資質や資格が

十分にあったとしても往々にして徒労に終わり

やすいものです。 

 そこで、それらの事務的な手伝いや補助など

について、市まちづくりセンターに担わせるこ

とができないかと思うのでありますが、この件

について市長の所見をお聞かせいただいて質問

といたします。 

○髙橋位典議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ６番五十嵐秀夫議員の御質

問にお答えいたします。 

 初めに、上山型温泉クアオルト構想について

でありますが、昨年度は気候性地形療法の普及

と指導を行う人材の育成やモニターツアーの実

施を初め、農・商工・観光の連携による新たな

商品やサービスの開発、気候性地形療法のウォ

ーキング時に提供する地元食材を使用した弁当

や地元でとれた果物を使用したあめ、宿泊施設

におけるカロリーを抑えたメニューの開発、

「長屋門ギャラリー」の開設などを実施してま

いりました。 

 また、気候性地形療法と温泉療法との併用に

よる医科学的な効果につきましては、モニター

を市民から募集し、２カ月間にわたる測定の結

果、心肺機能の向上や血糖値といわゆる悪玉コ

レステロールの低下を実証することができまし

た。 

 このことから、認定コースでのウォーキング

にとどまらず、すぐれた自然環境を持つ市内各

地区におきましても、気候性地形療法の理論に

基づくウォーキングを広めることにより、市民

の健康増進に一層役立つものと期待をしており

ます。 

 現在、葉山コースにおきましては、「早朝ウ

ォーキングの会」が結成されるなど、活動のす

そ野が広まり、市民にも少しずつ浸透してきて

おります。また、モニターツアーなどの成果に

より、日帰りや２泊３日のツアーがＪＲ東日本

で商品化されるとともに、毎週土日に開催され

る気候性地形療法のウォーキングには、宮城県

からも多くのお客様が訪れております。 

 今後は、村山地域の七市七町で構成する観光

圏での取り組みや、気候性地形療法のウォーキ
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ングに取り組んでいる湯布院温泉や熊野古道と

共同のパンフレットを作成するなど、他地域と

もさらに連携を深めながら市民の健康増進と交

流人口の拡大を図ってまいります。 

 次に、商工業活性化推進対策事業についてで

ありますが、公募による商店の集まりである逸

品研究会は、消費者に支持される商品を提供す

るため、商品に磨きをかけることや来店を促す

効果的な商品提案方法の研究を行っております。 

 その成果は、自信を持ってお勧めできる商品

を開発し、販売に至るとともに、当該商品を紹

介する「上山市逸品カタログ」を作成し、その

商品をＰＲするため、逸品フェアを開催したこ

とにより来店者の増加が図られております。 

 また、都市再生整備計画等の進捗状況につき

ましては、従来の国土交通省所管の各補助金を

一括した社会資本整備総合交付金を活用するこ

ととなりますので、その必須条件となる都市再

生整備計画等を作成し、本年度中に国に採択申

請を行い、来年度から事業を実施してまいりた

いと考えております。 

 次に、住民意思合意形成システムについてで

ありますが、昨年１２月から市内約５０カ所で

開催しております「市長と語る車座ミーティン

グ」におきましては、活発に意見交換が行われ、

これまでの参加者数も１，０００人を超えてお

ります。 

 当初は主に地区の要望が多いものと考えてお

りましたが、市全体の活性化に対する御意見・

御提言が多く、改めて市民の熱い思いを感じさ

せられ力強く思っているところであります。 

 寄せられました意見・提言につきましては、

今後の市政に反映させるとともに、直ちにでき

るものについては既に実施しております。 

 今後とも地域に出向いて市民の声を聞く攻め

の姿勢を堅持するほか、現在の車座ミーティン

グの充実と参加しやすい形をさらに研究し、継

続して実施してまいります。 

 なお、これまでいただきました御意見・御提

言につきましては、６月１日号の市報で中間報

告を行いましたが、車座ミーティングがすべて

終了した後に、総括した内容を市報に掲載して

まいります。 

 次に、民間の支援団体による助成金などの活

用についてでありますが、本市では、市民の主

体的なまちづくりを推進するため、担当職員の

配置やまちづくりセンターを設置し、まちづく

り活動団体からの相談や情報交換を通じ、コミ

ュニティ助成事業を初めとするさまざまな支援

機関・団体の助成制度の活用を図りながら、ま

ちづくり活動の支援に努めております。 

 このような中で、本年度まちづくりセンター

に市民活動推進員及び定期的な活動支援を行う

まちづくりアドバイザーを配置し、まちづくり

活動団体の相談、育成等の支援活動を行うなど、

市民活動を支援する拠点としての体制の強化を

図っております。 

 そのため、まちづくり活動団体が行う具体的

な活動についての相談や情報を交換する中で、

助成制度の活用が図られるよう支援に努めてま

いります。 

○髙橋位典議長 五十嵐秀夫議員。 

○６番 五十嵐秀夫議員 大変すばらしい御答

弁をいただきましてありがとうございました。 

 市長、来年の、まだ市長を続けられる意思表

明をきょうなさったわけなんですが、今お答え

いただいたものを今度は第６次振興計画という

ものに、平成２３年度から結びつけていくよう

になっていただきたいと思って、今回も質問を

させていただいたつもりでおりますけれども、



－７６－ 

その辺に対しての思い入れ、それ１点と、上山

城管理公社、それから観光物産協会、まちづく

りセンターなどに新たな人材が来てくださって

おりまして、これも市長の計らいだと思いまし

て、すばらしいものだと思っているんですけれ

ども、その方々がそれぞれだけでなくて、時折

一緒に集まっていただいて、なおかつ農・商工

の連携プラス産学官金みたいな形まで、大きな

取り組みになるところまでつなげていただきた

いと思っておりますが、市長のお考えをお聞き

したいと思います。 

○髙橋位典議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 第６次振興計画の後期計画

策定は来年度からでございます。これにつきま

しては、やはり当初策定時から５年が経過して

いるということで、見直しの段階でございます

ので、社会情勢とか、いろいろ変わってきてい

る部分もありますし、そういった情勢に対応で

きるような策定をしてまいりたいと考えており

ます。 

 あと上山城管理公社、まちづくりセンターに、

このたび新しい人材といいますか、配置をさせ

ていただきました。これにつきましては、やは

り何といいましても、まちづくりも含めて人材

が一番のキーポイントになるという考え方のも

とにこういった人材を採用させていただきまし

た。 

 やはり人はつながりでございます。こういっ

た中でいろいろな方々が、方向性はみんな同じ

方向に向かっているわけですから、そういった

方向性を確認する、あるいは情報を共有する、

そういった面での人事交流といいますか、人の

会合とか、そういった方々の会合とか、いろい

ろなチャンスをつくりながら、よりお互いの力

がさらに発揮できるような体制をつくってまい

りたいというふうに考えております。 

○髙橋位典議長 五十嵐秀夫議員。 

○６番 五十嵐秀夫議員 すばらしい御答弁あ

りがとうございました。これからも応援します

ので、一生懸命努めていただくようお願いし、

質問を終わります。 

 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～   

散  会 

 

○髙橋位典議長 以上で本日の日程の全部を終

了いたしました。 

 これをもって散会いたします。 

 御苦労さまでした。 

    午後 ３時５４分 散 会 

 


